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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 9,168 △37.8 67 △87.0 151 △68.8 80 △77.3

21年3月期第3四半期 14,728 ― 517 ― 484 ― 354 ―

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3四半期 11.55 11.31
21年3月期第3四半期 43.23 42.06

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3四半期 19,453 13,618 69.9 1,954.56
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3四半期  13,602百万円 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  無  
（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3四半期 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3四半期 1,639,646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3四半期 6,959,432株 21年3月期第3四半期 8,206,455株



  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア向けを中心に輸出が増加し、生産は持ち直してきており

ますが、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ懸念、デフレや金融資本市場の変動の影響など、景気を下押しす

るリスクを抱えたまま推移しました。 

 海外におきましては、アジア経済は中国の内需を中心に回復しております。また、欧米経済は失業率が高水準で推

移するなど引き続き厳しい状況にありますが、政策効果もあり景気は下げ止まってきております。 

 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、企業の大幅な投資抑制が継続する中、エコポイン

ト制度等により一部の電子・電気機器の出荷数量が前年を上回りましたが、価格下落等により出荷金額が前年を下回

るなど、本格的な回復には至りませんでした。 

 このような環境の下、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は91億68百万円（前年同期比

37.8％減）、営業利益は67百万円（同87.0％減）、経常利益は１億51百万円（同68.8％減）、四半期純利益は80百万

円（同77.3％減）となりました。 

  

事業の種類別セグメント  

（電線・加工品） 

  世界的な金融・経済危機による景気の停滞が続き、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69億79百万円（同41.7％減）となりました。事業環境の悪化に対し、生産性の向上、設備投資

の大幅抑制、人件費や固定経費の削減に取り組んだことにより、営業利益は１億36百万円（同79.0％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堅調に推移しましたが、ネットワーク機器の売上が減少したことから売上高は22億

45百万円（同18.8％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に取り組んだこ

とにより、営業利益は４億31百万円（同1.4％増）となりました。 

  

  

  当第３四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１億36百万円減少し、194億53百万円となりま

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５億57百万円減少、設備投

資の抑制により「有形固定資産」が４億95百万円減少しました。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６億48百万円増加、余資資

金の活用により「投資その他の資産（投資有価証券）」が３億48百万円増加しました。 

 当第３四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１億39百万円減少し、58億35百万円となりま

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１億65百万円減少しました。一方、取引の回復に伴い仕入が増え「支払手形及び買掛金」が２億86百万円増

加しました。 

  当第３四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３百万円増加しました。 

 

 （キャッシュ・フローについて） 

 当第３四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 

２億86百万円減少し、25億５百万円（前連結会計年度末比10.3％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、15億43百万円（前年同期比９億20百万円増）の資金の獲得となりました。

主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益１億57百万円、減価償却費６億円、売上債権の減少５億47百万円、仕入

債務の増加２億95百万円であります。 

（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、15億48百万円（同４億32百万円減）の資金の支出となりました。主な減少

要因は、定期預金の預入による支出13億円、有形固定資産の取得による支出１億76百万円、投資有価証券の取得によ

る支出２億83百万円であります。一方、主な増加要因は定期預金の払戻による収入２億15百万円であります。 

（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、２億40百万円（同２億16百万円増）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２億９百万円であります。  

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



  

  当第３四半期連結会計期間の業績は、平成21年10月30日に公表した予想の範囲内で推移しているため、平成22年３

月期の通期の業績予想に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

 当第３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 4,017,683 3,369,048

受取手形及び売掛金 4,362,478 4,919,720

商品及び製品 872,943 1,017,754

仕掛品 398,586 413,665

原材料及び貯蔵品 1,226,043 1,068,756

繰延税金資産 150,250 162,303

未収還付法人税等 － 160,300

その他 441,512 336,877

貸倒引当金 △1,506 △1,178

流動資産合計 11,467,992 11,447,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,119,487 3,236,617

機械装置及び運搬具（純額） 1,483,710 1,694,906

その他（純額） 1,330,970 1,498,270

有形固定資産合計 5,934,168 6,429,793

無形固定資産 83,108 88,163

投資その他の資産 1,968,677 1,625,039

固定資産合計 7,985,954 8,142,997

資産合計 19,453,946 19,590,245

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,604,685 1,317,869

短期借入金 515,608 501,489

未払法人税等 61,497 5,054

繰延税金負債 1,082 1,143

賞与引当金 73,366 158,902

その他 428,096 675,195

流動負債合計 2,684,336 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 1,367,208 1,302,504

役員退職慰労引当金 207,203 243,723

その他 47,709 65,596

固定負債合計 3,151,580 3,315,926

負債合計 5,835,916 5,975,580



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 13,555,395 13,558,506

自己株式 △2,243,421 △2,243,222

株主資本合計 14,281,109 14,284,419

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,211 △33,730

繰延ヘッジ損益 556 －

為替換算調整勘定 △684,597 △659,130

評価・換算差額等合計 △678,829 △692,860

少数株主持分 15,750 23,105

純資産合計 13,618,030 13,614,665

負債純資産合計 19,453,946 19,590,245



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 14,728,440 9,168,028

売上原価 12,140,262 7,456,607

売上総利益 2,588,178 1,711,421

販売費及び一般管理費 2,070,534 1,644,353

営業利益 517,643 67,067

営業外収益   

受取利息 28,473 22,228

受取配当金 9,736 6,750

負ののれん償却額 16,496 16,496

助成金収入 － 75,888

その他 24,036 30,101

営業外収益合計 78,742 151,464

営業外費用   

支払利息 12,160 19,531

開業費償却 5,471 －

固定資産除却損 11,868 －

為替差損 75,033 43,380

その他 7,465 4,437

営業外費用合計 111,999 67,349

経常利益 484,387 151,182

特別利益   

投資有価証券売却益 334,232 －

貸倒引当金戻入額 8,990 898

役員退職慰労引当金戻入額 1,810 7,323

特別利益合計 345,032 8,222

特別損失   

固定資産除却損 174,750 －

たな卸資産評価損 64,430 －

投資有価証券評価損 78,154 －

減損損失 － 2,337

特別損失合計 317,335 2,337

税金等調整前四半期純利益 512,085 157,067

法人税、住民税及び事業税 157,713 77,563

法人税等調整額 4,288 7,030

法人税等合計 162,001 84,594

少数株主損失（△） △4,681 △7,929

四半期純利益 354,765 80,402



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 512,085 157,067

減価償却費 641,409 600,429

減損損失 － 2,337

賞与引当金の増減額（△は減少） 97,476 △85,584

為替差損益（△は益） 52,422 23,925

売上債権の増減額（△は増加） △417,236 547,682

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,351 802

仕入債務の増減額（△は減少） 244,588 295,699

その他 △248,202 11,309

小計 885,894 1,553,668

利息及び配当金の受取額 38,734 28,455

利息の支払額 △14,240 △17,919

法人税等の支払額 △287,674 △20,577

営業活動によるキャッシュ・フロー 622,713 1,543,627

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 － △1,300,000

定期預金の払戻による収入 110,000 215,000

有形固定資産の取得による支出 △1,482,832 △176,982

有形固定資産の売却による収入 14,201 11,747

無形固定資産の取得による支出 △3,780 △1,455

投資有価証券の取得による支出 △100,288 △283,872

投資有価証券の売却による収入 375,322 －

その他 △28,532 △13,317

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,115,909 △1,548,880

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） 2,000,000 52,460

長期借入金の返済による支出 △93,000 △209,642

自己株式の取得による支出 △2,194,302 △199

配当金の支払額 △170,065 △83,513

財務活動によるキャッシュ・フロー △457,368 △240,894

現金及び現金同等物に係る換算差額 △182,652 △40,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,133,216 △286,513

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 2,168,710 2,505,905



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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  11,962,217  2,766,223  14,728,440  －  14,728,440

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  11,962,217  2,766,223  14,728,440  －  14,728,440

営業利益  650,997  425,156  1,076,153  (558,510)  517,643

  
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  6,922,713  2,245,314  9,168,028  －  9,168,028

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 56,749  158  56,908  (56,908)  －

計  6,979,463  2,245,473  9,224,936  (56,908)  9,168,028

営業利益  136,785  431,023  567,809  (500,741) 67,067 

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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

  

〔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  9,308,164  921,819  4,498,457  14,728,440   －  14,728,440

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 592,593  572  2,405,363  2,998,529  (2,998,529)  －

計  9,900,757  922,391  6,903,820  17,726,970  (2,998,529)  14,728,440

営業利益  937,710  95,356  33,919  1,066,985  (549,342)  517,643

  
 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  6,491,909  456,885  2,219,233  9,168,028   －  9,168,028

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 446,315  1,490  1,663,645  2,111,451  (2,111,451)  －

計  6,938,224  458,376  3,882,878  11,279,479  (2,111,451)  9,168,028

営業利益又は営業損失（△）  544,551  △26,796  △25,994  491,760  (424,692)  67,067



  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

  

 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〕

  北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  921,819  4,555,636  5,477,455

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  14,728,440

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 6.3  30.9  37.2

  北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  456,885  2,264,840  2,721,726

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  9,168,028

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 5.0  24.7  29.7

（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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