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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 31,652 △38.9 △164 ― △831 ― △1,259 ―

21年3月期第2四半期 51,826 ― 177 ― 199 ― △350 ―

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 △5.82 ―

21年3月期第2四半期 △1.62 ―

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 79,735 6,155 7.2 26.53
21年3月期 81,693 6,645 7.6 28.80

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  5,737百万円 21年3月期  6,227百万円

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 68,000 △24.0 1,200 ― 600 ― 100 ― 0.46



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、５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） 

(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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。 
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
て、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、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」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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2四半期 216,495,025株 21年3月期 216,495,025株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 225,727株 21年3月期 236,929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 216,256,657株 21年3月期第2四半期 216,273,833株



当第２四半期連結累計期間の国内の経済環境は、昨秋以降の世界的な景気停滞局面に対応して実施された政府に

よる景気刺激策の効果等により、個人消費や公共投資など一部に持ち直しの兆しが見られましたものの、住宅投資

や企業の設備投資の低迷が続くなど、総じて厳しい状況裡に推移いたしました。 

このような情勢下、当社グループは、生産体制や投資計画の見直し、固定費および棚卸資産の圧縮に努めました

ほか、経営環境の変化に対応した事業構造の再構築を推進するとともに、全社一丸となって営業活動を展開し、新

規市場の開拓に努めてまいりました。しかしながら、需要低迷の影響は極めて大きく、当第２四半期連結累計期間

の売上高は316億52百万円（前年同期比38.9％減）、営業損失は１億64百万円（前年同期は営業利益１億77百万

円）、経常損失は８億31百万円（前年同期は経常利益１億99百万円）、四半期純損失は12億59百万円（前年同期は

四半期純損失３億50百万円）となりました。 

  

当社グループの事業別の状況は以下のとおりです。 

  

[ケーブル事業] 

電線・ケーブルでは、携帯電話基地局向けの高周波ケーブルの売上げが引き続き堅調に推移したものの、建設用

電線の受注が国内市場の低迷により低水準で推移したこと等により、売上げが減少いたしました。この結果、ケー

ブル事業の売上高は165億99百万円（前年同期比34.9％減）、営業利益は７億50百万円（同21.3％減）となりまし

た。 

  

[電装・光部品事業] 

光部品は、通信事業者向けの光応用製品等の好調に支えられ、売上げが増加いたしました。しかしながら、電装

部品は、自動車産業の在庫調整が一巡したものの、前年同期と比較して自動車用ハーネス等の需要が極めて低水準

で推移したことにより、大幅に売上げが減少いたしました。この結果、電装・光部品事業の売上高は104億56百万円

(前年同期比46.7％減)、営業損失は６億49百万円（前年同期は営業損失13億２百万円）となりました。 

  

[機器部品事業] 

Ｏリング等シール製品は、国内外における半導体関連産業や、アジア向け自動車産業については需要が回復傾向

にあるものの、前年同期の水準までには至っておらず、また、国内全体の設備投資抑制の影響が大きかったことに

より、全体の売上げが減少いたしました。この結果、機器部品事業の売上高は45億31百万円（前年同期比36.2％

減）、営業損失は２億40百万円（前年同期は営業利益６億12百万円）となりました。 

  

[先端製品事業] 

ロードヒーティングは更新需要を背景に堅調に推移したものの、床暖房システムは需要の低迷と競争の激化によ

り受注が減少いたしました。この結果、先端製品事業の売上高は３億13百万円（前年同期比31.1％減）、営業損失

は29百万円（前年同期は営業損失82百万円）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２四半期における資産の残高は、797億35百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億58百万円減少いた

しました。主な要因は、受取手形及び売掛金、未収入金の減少等によるものです。 

負債の残高は、735億79百万円となり、前連結会計年度末と比較し、14億68百万円減少いたしました。主な要因

は、未払金の減少等によるものです。 

純資産の残高は、61億55百万円となり、前連結会計年度末と比較し、４億89百万円減少いたしました。 

  

  

  第３四半期以降は、引き続き景気低迷が長期化する見通しにあるなど厳しい経営環境を受け、売上高は680億

円、営業利益12億円、経常利益６億円、当期純利益１億円と予想しております。 

  なお、平成21年５月15日に発表いたしました平成22年３月期の連結業績予想との差異は以下のとおりです。 

  

 （通期） 

  

  

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

  
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 

 前回発表予想（Ａ） 

百万円

66,500

百万円

1,100

百万円

600

百万円

200

円  銭

0.92

 今回修正予想（Ｂ）   68,000 1,200 600 100 0.46

 増 減 額（Ｂ－Ａ） 1,500 100 ― △100 ―

 増 減 率（％） 2.3 9.1 ― △50.0 ―

 前期累計期間実績 89,412 △4,706 △6,619 △17,640 △81.57



  

  該当事項はない。  

  

  

  ①たな卸資産の評価方法  

 当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっている。 

 ②固定資産の減価償却の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっている。 

 ③法人税等並びに繰延税金資産及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ので、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によっている。 

  

  

 ①完成工事高及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、「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）及び「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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、

当第２四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いる。

また、一部の持分法適用関連会社については、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２四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いる。 

 この変更により、当第２四半期連結累計期間の売上高は131百万円増加し、営業損失は28百万円減少し、

経常損失、税金等調整前四半期純損失は、それぞれ147百万円減少している。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いる。 

  

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：百万円）

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 9,350 6,244

受取手形及び売掛金 16,844 18,067

商品及び製品 4,882 5,317

仕掛品 4,353 4,310

原材料及び貯蔵品 4,682 6,221

その他 3,281 4,854

貸倒引当金 △323 △328

流動資産合計 43,071 44,686

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,571 8,161

土地 8,920 8,912

その他（純額） 6,964 7,602

有形固定資産合計 24,456 24,676

無形固定資産 603 571

投資その他の資産   

投資有価証券 6,620 6,792

長期貸付金 3,759 3,765

その他 1,711 1,454

貸倒引当金 △483 △249

投資損失引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 11,603 11,759

固定資産合計 36,663 37,007

資産合計 79,735 81,693

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,017 9,915

短期借入金 37,494 36,626

未払法人税等 109 178

その他 4,400 6,735

流動負債合計 53,022 53,455

固定負債   

長期借入金 9,976 11,291

退職給付引当金 8,520 8,160

その他の引当金 260 279

その他 1,799 1,861

固定負債合計 20,557 21,592

負債合計 73,579 75,048



（単位：百万円）

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 19,278 19,278

資本剰余金 3,188 3,188

利益剰余金 △16,467 △15,207

自己株式 △28 △29

株主資本合計 5,970 7,229

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 316 100

繰延ヘッジ損益 3 △285

為替換算調整勘定 △552 △817

評価・換算差額等合計 △233 △1,002

少数株主持分 418 418

純資産合計 6,155 6,645

負債純資産合計 79,735 81,693



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 51,826 31,652

売上原価 43,992 26,114

売上総利益 7,834 5,537

販売費及び一般管理費 7,656 5,702

営業利益又は営業損失（△） 177 △164

営業外収益   

受取利息 38 35

受取配当金 60 39

持分法による投資利益 191 －

受取賃貸料 － 133

経営指導料 － 115

その他 388 190

営業外収益合計 678 514

営業外費用   

支払利息 499 414

持分法による投資損失 － 541

その他 156 225

営業外費用合計 656 1,181

経常利益又は経常損失（△） 199 △831

特別利益   

固定資産売却益 58 －

投資有価証券売却益 22 10

貸倒引当金戻入額 79 2

その他 17 2

特別利益合計 178 16

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 197

減損損失 11 184

固定資産処分損 11 －

たな卸資産評価損 300 －

環境対策費用 125 －

その他 33 －

特別損失合計 482 382

税金等調整前四半期純損失（△） △104 △1,197

法人税、住民税及び事業税 177 74

法人税等調整額 68 8

法人税等合計 246 83

少数株主損失（△） △0 △21

四半期純損失（△） △350 △1,259



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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（△） △104 △1,197

減価償却費 1,235 943

減損損失 － 184

持分法による投資損益（△は益） △191 541

退職給付引当金の増減額（△は減少） 393 345

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △46 △8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △78 229

受取利息及び受取配当金 △99 △74

支払利息 499 414

投資有価証券売却損益（△は益） △22 △10

投資有価証券評価損益（△は益） 33 －

受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） 4,055 1,099

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,961 1,967

未収入金の増減額（△は増加） － 1,151

支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） △753 939

未払費用の増減額（△は減少） △517 △330

その他 △996 △203

小計 445 5,992

利息及び配当金の受取額 102 41

利息の支払額 △467 △419

特別退職金の支払額 － △934

法人税等の支払額 △203 △184

営業活動によるキャッシュ・フロー △123 4,495

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 20 30

有形固定資産の取得による支出 △1,375 △1,085

有形固定資産の売却による収入 3,581 11

有形固定資産の売却のための土壌改良支出 △3,885 －

無形固定資産の取得による支出 △19 △47

投資有価証券の取得による支出 △4 △46

投資有価証券の売却による収入 263 20

子会社の清算による収入 － 16

子会社株式の取得による支出 △105 －

貸付けによる支出 △5 △0

貸付金の回収による収入 326 6

ゴルフ会員権の売却による収入 － 79

敷金及び保証金の回収による収入 － 74

その他 29 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,175 △944



（単位：百万円）

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) 

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） △1,681 815

長期借入れによる収入 4,153 265

長期借入金の返済による支出 △1,706 △1,535

自己株式の取得による支出 △2 △0

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △432 －

少数株主への配当金の支払額 △4 △6

その他 △3 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー 322 △483

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,014 3,081

現金及び現金同等物の期首残高 5,961 6,186

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 27 －

連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

－ 54

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,974 9,322



 該当事項はない。 

  

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．事業区分は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性に加え、当社の損益管理区分

を考慮し、ケーブル、電装・光部品、機器部品、先端製品に区分している。 

２．事業区分に属する主要製品   

３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっていたが、

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）を適用している。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利

益は、ケーブルで32百万円、電装・光部品で57百万円、機器部品で11百万円それぞれ減少している。 

（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〕

  
ケーブル 
(百万円) 

電装・光部
品 
(百万円) 

機器部品
(百万円) 

先端製品
(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 
 24,660  19,606  7,107  452  51,826  －  51,826

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 854  5  －  2  861  △861  －

計  25,515  19,611  7,107  454  52,688  △861  51,826

営業利益（又は営業損失

△） 
 953  △1,302  612  △82  180  △3  177

  
ケーブル 
(百万円) 

電装・光部
品 
(百万円) 

機器部品
(百万円) 

先端製品
(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 
 16,358  10,449  4,531  313  31,652  －  31,652

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 240  7  －  －  248  △248  －

計  16,599  10,456  4,531  313  31,901  △248  31,652

営業利益（又は営業損失

△） 
 750  △649  △240  △29  △169  4  △164

事業区分 主要製品名

ケーブル 
電力用電線・ケーブル、建設用被覆線、電力工事、電力付属品、光・通信ケー

ブル、高周波ケーブル、ネットワーク機器、通信工事 

電装・光部品 自動車用ハーネス・部品、光・電子デバイス 

機器部品 工業用ゴム・樹脂製品 

先端製品 床暖房、ロードヒーティング  



当第２四半期連結累計期間 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準） 

 「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」に記載のとおり、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）及び「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）を適用している。この変

更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の売上高は、「ケーブル」で131百万

円増加し、営業利益は、「ケーブル」で28百万円増加している。  

  

  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)において、本邦の売上高の金額は、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、記載を省略している。 

  

 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)において、海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を

省略している。   

  

 該当事項はない。 

  

〔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
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