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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 5,597 △42.3 △39 ― 13 △97.4 △25 ―

21年3月期第2四半期 9,695 ― 454 ― 500 ― 212 ―

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 △3.61 ―

21年3月期第2四半期 25.05 24.38

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 19,306 13,813 71.4 1,982.08
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2四半期  13,793百万円 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

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 ― 8.00 ― 6.00 14.00
22年3月期 ― 6.00

22年3月期 
（予想）

― 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 13,000 △28.8 450 1.1 500 14.4 320 4.9 45.98



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 

 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 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2四半期 1,639,536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2四半期 6,959,486株 21年3月期第2四半期 8,503,249株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出・生産が持ち直し底を打つ兆しが見えてきた一方、円高

進展が輸出関連企業に影響を与える懸念が出てきました。また、雇用・所得環境の悪化等により個人消費も低迷し

ているなど、下振れリスクを抱えながら、推移いたしました。 

 海外におきましても、中国を中心としたアジア経済が回復してきておりますが、米欧経済は景気低迷が続いてお

ります。 

 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、エコポイント制度等により一部の電子・電気機

器の上期出荷実績が前年を上回りましたが、その影響は限定的で本格的な回復には至っておりません。また、パソ

コンの価格下落、企業の大幅な投資抑制継続により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２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は55億97百万円（前年同期比

42.3％減）、営業損失は39百万円、経常利益は13百万円（同97.4％減）、四半期純損失は25百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメント 

  

（電線・加工品） 

  世界的な景気後退の影響を受け、デジタル機器用ケーブル、半導体製造関連ケーブル等の売上が減少し、売上高

は41億37百万円（前年同期比47.5％減）となりました。生産性の向上、設備投資の大幅な抑制、人件費や固定経費

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、営業利益は５百万円（同98.9％減）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14億83百万円

（同18.5％減）となりました。生産性の向上、設備投資の抑制、人件費や固定経費の削減等に取り組んだことによ

り、営業利益は２億76百万円（同15.0％減）となりました。 

  

  

  当第２四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２億83百万円減少し、193億６百万円となりま

した。主な減少は、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10億63百万円減少しまし

た。一方、主な増加は、設備投資の抑制、在庫の圧縮、人件費や固定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10億74百万円増加しました。 

 当第２四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４億82百万円減少し、54億92百万円となりま

した。主な減少は、借入金の返済に伴い「長期借入金」が１億74百万円減少、設備投資の抑制に伴い「その他（未払

金）」が１億67百万円減少、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１億43百万円減

少しました。 

  当第２四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１億99百万円増加し、138億13百万円とな

りました。主な増加は、円安に伴い為替換算調整勘定が２億20百万円増加しました。 

 

 （キャッシュ・フローについて） 

 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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ 

１億10百万円減少し、26億82百万円（前連結会計年度末比3.9％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、13億42百万円（前年同期比７億８百万円増）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11億43百万円、減価償却費３億97百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減

少が２億15百万円であります。 

（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、14億２百万円（同１億57百万円減）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11億85百万円であります。 

（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、１億33百万円（同35百万円増）の資金の支出となりました。 主な減少要

因は、長期借入金の返済による支出１億92百万円、配当金の支払額が41百万円であり、主な増加要因は、短期借入れ

による収入が１億円であります。  

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



  

  

 今後の情勢につきましては、政権交代による経済への影響、雇用・所得環境の悪化等から先行き不透明感が強まっ

ております。このような状況を踏まえ、平成21年10月30日に平成22年３月期の連結業績予想を修正しております。 

 なお、修正後の通期連結業績予想につきましては、サマリー情報の「３．平成22年３月期の連結業績予想」の記載

のとおりであります。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

 当第２四半期連結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 4,443,909 3,369,048

受取手形及び売掛金 3,856,687 4,919,720

商品及び製品 874,291 1,017,754

仕掛品 400,912 413,665

原材料及び貯蔵品 1,175,909 1,068,756

繰延税金資産 185,857 162,303

未収還付法人税等 － 160,300

その他 322,197 336,877

貸倒引当金 △1,396 △1,178

流動資産合計 11,258,369 11,447,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,217,917 3,236,617

機械装置及び運搬具（純額） 1,635,663 1,694,906

その他（純額） 1,389,153 1,498,270

有形固定資産合計 6,242,734 6,429,793

無形固定資産 88,710 88,163

投資その他の資産 1,716,811 1,625,039

固定資産合計 8,048,256 8,142,997

資産合計 19,306,625 19,590,245

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,173,943 1,317,869

短期借入金 591,588 501,489

未払法人税等 61,991 5,054

繰延税金負債 1,152 1,143

賞与引当金 142,376 158,902

その他 386,010 675,195

流動負債合計 2,357,061 2,659,654

固定負債   

長期借入金 1,528,574 1,703,216

繰延税金負債 885 885

退職給付引当金 1,347,786 1,302,504

役員退職慰労引当金 203,265 243,723

その他 55,204 65,596

固定負債合計 3,135,716 3,315,926

負債合計 5,492,778 5,975,580



（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 1,532,495 1,532,495

資本剰余金 1,436,639 1,436,639

利益剰余金 13,491,634 13,558,506

自己株式 △2,243,348 △2,243,222

株主資本合計 14,217,421 14,284,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,439 △33,730

繰延ヘッジ損益 △2,542 －

為替換算調整勘定 △438,322 △659,130

評価・換算差額等合計 △423,426 △692,860

少数株主持分 19,851 23,105

純資産合計 13,813,846 13,614,665

負債純資産合計 19,306,625 19,590,245



（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 9,695,663 5,597,248

売上原価 7,899,857 4,541,407

売上総利益 1,795,805 1,055,841

販売費及び一般管理費 1,341,497 1,095,558

営業利益又は営業損失（△） 454,307 △39,717

営業外収益   

受取利息 21,207 15,875

受取配当金 5,756 4,291

負ののれん償却額 10,997 10,997

為替差益 12,565 －

助成金収入 － 52,559

その他 17,137 26,653

営業外収益合計 67,664 110,377

営業外費用   

支払利息 4,666 14,061

為替差損 － 42,010

開業費償却 5,365 －

固定資産除却損 8,425 －

その他 3,372 1,505

営業外費用合計 21,830 57,577

経常利益 500,141 13,083

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,965 1,023

役員退職慰労引当金戻入額 1,810 7,323

特別利益合計 10,775 8,346

特別損失   

固定資産除却損 85,329 －

たな卸資産評価損 64,430 －

減損損失 － 2,337

その他 3,513 －

特別損失合計 153,273 2,337

税金等調整前四半期純利益 357,643 19,092

法人税、住民税及び事業税 176,073 65,580

法人税等調整額 △29,434 △16,720

法人税等合計 146,639 48,860

少数株主損失（△） △1,986 △4,653

四半期純利益又は四半期純損失（△） 212,990 △25,114



（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 357,643 19,092

減価償却費 406,738 397,393

減損損失 － 2,337

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,117 △16,685

為替差損益（△は益） 12,572 △15,912

売上債権の増減額（△は増加） 183,752 1,143,502

たな卸資産の増減額（△は増加） 60,504 96,229

仕入債務の増減額（△は減少） △227,162 △215,498

その他 △66,506 △63,138

小計 797,659 1,347,319

利息及び配当金の受取額 26,991 18,023

利息の支払額 △4,637 △13,670

法人税等の支払額 △186,172 △9,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 633,840 1,342,440

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 － △1,185,000

有形固定資産の取得による支出 △1,168,869 △166,459

有形固定資産の売却による収入 13,797 3,237

無形固定資産の取得による支出 △2,334 △1,455

投資有価証券の取得による支出 △70,421 △34,389

その他 △17,717 △18,862

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,245,544 △1,402,928

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） － 100,147

長期借入金の返済による支出 △67,000 △192,142

自己株式の取得による支出 △71 △126

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 △169,111 △133,878

現金及び現金同等物に係る換算差額 △103,222 84,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △884,037 △110,136

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 2,417,888 2,682,282



 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） 

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．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産に照らして、事業区分 

     を行っております。 

２．各事業の主な製品は次のとおりであります。 

  

（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〕

  
電線・加工品
（千円） 

電子・医療部
品他（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  7,875,245  1,820,417  9,695,663  －  9,695,663

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  7,875,245  1,820,417  9,695,663  －  9,695,663

営業利益  510,921  325,243  836,164  (381,857)  454,307

  
電線・加工品
（千円） 

電子・医療部
品他（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  4,114,073  1,483,175  5,597,248  －  5,597,248

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 23,638  －  23,638  (23,638)  －

計  4,137,712  1,483,175  5,620,887  (23,638)  5,597,248

営業利益又は営業損失（△）  5,380  276,361  281,741  (321,458)  △39,717

事業区分 主要製品

電線・加工品 
デジタルケーブル、環境対応ケーブル、車載用ケーブル、極細同軸ケーブル、

プローブケーブル、ワイヤーハーネス、電源コード 

電子・医療部品他 
放送用光中継器、ネットワーク用光中継器、インテリジェントスイッチ、メデ

ィアコンバータ、医療用特殊チューブ 



  

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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

(1) 北 米 … アメリカ、メキシコ 

(2) アジア … 中華人民共和国、香港、シンガポール、台湾、タイ  

  

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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）北 米…アメリカ、メキシコ 

（2）アジア…中華人民共和国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア 

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。  

  

〔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  6,169,068  589,580  2,937,015  9,695,663  －  9,695,663

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 458,130  339  1,501,235  1,959,705  (1,959,705)  －

計  6,627,198  589,919  4,438,250  11,655,368  (1,959,705)  9,695,663

営業利益又は営業損失（△）  613,882  60,577  △3,999  670,459  (216,151)  454,307

  
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  4,145,385  303,977  1,147,885  5,597,248  －  5,597,248

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 273,900  526  995,478  1,269,906  (1,269,906)  －

計  4,419,286  304,504  2,143,363  6,867,155  (1,269,906)  5,597,248

営業利益又は営業損失（△）  358,705  △12,367  △118,171  228,167  (267,884)  △39,717

〔海外売上高〕

  北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  589,580  2,835,106  3,424,686

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  9,695,663

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 6.0  29.2  35.3

  北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  303,977  1,172,924  1,476,902

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  5,597,248

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 5.4  20.9  26.3



 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（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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