
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,511  41.1  128  －  133  －  65  －

22年３月期第１四半期  2,488  △45.3  △139  －  △114  －  △113  －

  
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 

23年３月期第１四半期  9  33  9  18

22年３月期第１四半期  △16  29  －      

  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 

23年３月期第１四半期  19,504  13,980  71.6  1,990  68

22年３月期  19,654  13,974  71.0  1,989  77

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 13,967百万円 22年３月期 13,960百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        6 00 －      8 00  14  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  8 00 －      10 00  18  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  7,100  26.8  240  －  250  －  165  －  23  52

通期  15,400  18.6  760  132.6  770  71.7  530  69.6  75  54



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しておりません。 

  

※  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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 8,655,900株 22年３月期 8,655,900株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,639,684株 22年３月期 1,639,646株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 7,016,250株 22年３月期１Ｑ 6,959,551株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  わが国経済は、輸出・生産の増加、個人消費の持ち直しが見られましたが、雇用情勢に厳しさが残るなど依然と

して厳しい状況が続きました。海外におきましても、アジア経済については、中国などの新興国経済にけん引され

る形で好調を維持し、米国経済も緩やかに拡大しました。一方、欧州経済については、景気は下げ止まっているも

のの、財政赤字や信用不安により回復の基調が上がらないまま推移しました。 

 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、企業の設備投資が下げ止まり、自動車、産業用

機械、半導体市場等が持ち直し、クラウドコンピューティングやハイパフォーマンスコンピューティングをはじめ

とした高信頼性、省エネ及び大容量・高速情報処理が要求される市場が拡大するなど緩やかに回復基調へ向かって

おります。 

 このような環境の下、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は35億11百万円（前年同期比

41.1％増）、営業利益は１億28百万円（同２億68百万円増）、経常利益は１億33百万円（同２億48百万円増）、四

半期純利益は65百万円（同１億78百万円増）となりました。  

 セグメント別の業績は、次のとおりです。  

（電線・加工品） 

  景気の回復を受け、半導体製造関連ケーブル、民生用デジタル機器用ケーブル、車載ケーブル等の売上が増加

し、売上高は27億47百万円となりました。売上高の大幅な増加により営業利益は１億77百万円となりました。 

（電子・医療部品） 

 ネットワーク機器、医療用特殊チューブとも売上が増加し、売上高は７億78百万円となりました。売上高の増加

により営業利益は１億21百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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１億50百万円減少し195億４百万円となりま

した。主な減少は、「投資有価証券」の評価損等99百万円及び設備投資の抑制に伴う「有形固定資産」の減少95百

万円であります。また、業績の回復に伴い「たな卸資産」が１億54百万円増加し「現金及び預金」が１億23百万円

減少しました。 

 当第１四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１億56百万円減少し、55億23百万円となり

ました。主な減少は、「支払手形及び買掛金」の減少92百万円及び「未払法人税等」の減少64百万円であります。

  当第１四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６百万円増加し139億80百万円となりま

した。  

 

（キャッシュ・フローについて） 

 当第１四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 23百万円減少し、22億25百万円（前連結会計年度末比1.0％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、39百万円（前年同期比７億22百万円減）の資金の支出となりました。主

な減少要因は、たな卸資産の増加１億42百万円、仕入債務の減少１億５百万円及び法人税等の支払額93百万円であ

り、主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益１億６百万円及び減価償却費１億70百万円であります。 

（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、１億14百万円（同12億14百万円増）の資金の獲得となりました。主な要

因は、定期預金の払戻による収入１億円であります。 

（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、１億13百万円（同１億78百万円減）の資金の支出となりました。 主な

減少要因は、配当金の支払額が56百万円及び短期借入金の減少額39百万円であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の業績は、当初予想の範囲内で推移しているため、平成23年３月期第２四半期連結累

計期間及び通期の業績予想については、平成22年５月７日の「平成22年３月期決算短信」発表時に公表しました予

想値に変更ありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。   

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 当第１四半期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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理の原則・手続の変更    

資産除去債務に関する会計基準の適用  

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

  これにより、税金等調整前四半期純利益は、８百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始に

よる資産除去債務の変動額は８百万円であります。 

  

表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

１．前第１四半期連結累計期間において、区分掲記していた「助成金収入」は、営業外収益の100分の20以下であ

るため、営業外収益の「その他」に含めております。 

 なお、当第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれている「助成金収入」の金額は３百万円で

あります。  

２．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用

により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,686,918 3,810,036

受取手形及び売掛金 4,780,240 4,760,481

商品及び製品 845,557 812,762

仕掛品 414,841 380,267

原材料及び貯蔵品 1,293,156 1,206,420

繰延税金資産 134,909 133,191

その他 333,777 314,296

貸倒引当金 △1,881 △1,887

流動資産合計 11,487,518 11,415,569

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,002,732 3,044,769

機械装置及び運搬具（純額） 1,419,814 1,476,856

その他（純額） 1,328,315 1,324,805

有形固定資産合計 ※1  5,750,863 ※1  5,846,430

無形固定資産 119,578 120,627

投資その他の資産 ※2  2,146,385 ※2  2,272,347

固定資産合計 8,016,828 8,239,405

資産合計 19,504,346 19,654,974

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,657,921 1,750,583

短期借入金 387,891 445,036

未払法人税等 27,541 91,640

繰延税金負債 418 408

その他 452,353 400,638

流動負債合計 2,526,127 2,688,306

固定負債   

長期借入金 1,371,432 1,371,432

退職給付引当金 1,362,168 1,365,983

役員退職慰労引当金 215,078 211,140

その他 48,992 43,605

固定負債合計 2,997,670 2,992,161

負債合計 5,523,797 5,680,468



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,538,480 1,538,480

資本剰余金 1,442,624 1,442,624

利益剰余金 13,796,734 13,787,402

自己株式 △2,243,450 △2,243,421

株主資本合計 14,534,389 14,525,086

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,183 41,044

繰延ヘッジ損益 △2,509 －

為替換算調整勘定 △558,659 △605,423

評価・換算差額等合計 △567,352 △564,378

少数株主持分 13,510 13,798

純資産合計 13,980,548 13,974,506

負債純資産合計 19,504,346 19,654,974



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,488,097 3,511,704

売上原価 2,083,425 2,836,786

売上総利益 404,672 674,918

販売費及び一般管理費 ※  544,618 ※  546,379

営業利益又は営業損失（△） △139,945 128,539

営業外収益   

受取利息 4,824 4,567

受取配当金 3,247 3,373

負ののれん償却額 5,498 5,498

助成金収入 27,745 －

その他 5,966 12,253

営業外収益合計 47,282 25,693

営業外費用   

支払利息 7,376 4,362

為替差損 14,014 14,580

その他 510 1,679

営業外費用合計 21,902 20,623

経常利益又は経常損失（△） △114,564 133,609

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 7,323 －

受取保険金 － 7,729

その他 204 35

特別利益合計 7,527 7,765

特別損失   

投資有価証券評価損 － 25,782

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,800

特別損失合計 － 34,582

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△107,037 106,792

法人税、住民税及び事業税 9,297 28,823

法人税等調整額 589 13,162

法人税等合計 9,887 41,986

少数株主損益調整前四半期純利益 － 64,805

少数株主損失（△） △3,559 △656

四半期純利益又は四半期純損失（△） △113,364 65,462



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△107,037 106,792

減価償却費 196,403 170,114

賞与引当金の増減額（△は減少） △84,542 －

為替差損益（△は益） △36,009 △3,638

投資有価証券評価損益（△は益） － 25,782

売上債権の増減額（△は増加） 1,403,711 △3,716

たな卸資産の増減額（△は増加） 172,807 △142,967

仕入債務の増減額（△は減少） △525,957 △105,279

その他 △331,374 316

小計 688,001 47,403

利息及び配当金の受取額 7,790 9,404

利息の支払額 △6,016 △3,376

法人税等の支払額 △6,789 △93,386

営業活動によるキャッシュ・フロー 682,985 △39,955

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 △985,000 －

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △83,986 △22,811

有形固定資産の売却による収入 1,990 46

無形固定資産の取得による支出 － △2,080

投資有価証券の取得による支出 △29,045 △5,546

その他 △4,070 44,816

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,100,111 114,423

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） 124,239 △39,890

長期借入金の返済による支出 △17,500 △17,500

自己株式の取得による支出 － △29

配当金の支払額 △41,757 △56,130

財務活動によるキャッシュ・フロー 64,982 △113,549

現金及び現金同等物に係る換算差額 130,069 15,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △222,074 △23,117

現金及び現金同等物の期首残高 2,792,419 2,248,411

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,570,345 ※  2,225,294



 該当事項はありません。 

  

  

[事業の種類別セグメント情報]  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

[セグメント情報]  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、転売品及び不動産事業 

    等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△１億81百万円には、セグメント間取引消去△30百万円及び各報告セグメン

トに配分していない全社費用△１億50百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 
 1,852,679  635,418  2,488,097  －  2,488,097

（2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 1,268  －  1,268  (1,268)  －

計  1,853,948  635,418  2,489,366  (1,268)  2,488,097

営業利益又は営業損失

（△） 
 △98,360  107,601  9,240  (149,186)  △139,945

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

 
合計  

  

  
調整額  

 （注）２ 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 

  
電線・加工

品 

電子・医療

部品 
計

売上高             

外部顧客への売上高  2,717,188  778,166  3,495,355  16,349  3,511,704  －  3,511,704

セグメント間の内部
売上高又は振替高  30,061  340  30,401  －  30,401  △30,401  －

計  2,747,250  778,507  3,525,757  16,349  3,542,106  △30,401  3,511,704

セグメント利益  177,988  121,245  299,233  10,394  309,627  △181,088  128,539

（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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