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

23年3月期第3四半期 11,199 22.2 582 769.3 549 263.5 333 314.8
22年3月期第3四半期 9,168 △37.8 67 △87.0 151 △68.8 80 △77.3

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3四半期 47.53 46.80
22年3月期第3四半期 11.55 11.31

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3四半期 19,878 13,838 69.6 1,970.69
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3四半期  13,826百万円 22年3月期  13,960百万円

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  
 

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 ― 8.00 ―
23年3月期 

（予想）
10.00 18.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 15,400 18.6 760 132.6 770 71.7 530 69.6 75.54



(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 

（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レビュー手続の対象外であり、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
基づく四半期レビュー手続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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」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） 23年3月期3Q 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3Q 1,639,759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3Q 7,016,202株 22年3月期3Q 6,959,432株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、足踏み状態にありますが、企業収益の改善、設備投資、雇用

情勢、個人消費など、持ち直しに向けた動きがみられました。ただし、大企業の業況判断が７四半期ぶりの悪化と

なるなど企業の業況判断には慎重さがみられるうえ、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状態にありま

す。 

 アジア経済については、中国などの新興国経済を中心に回復テンポは緩やかになってきたものの、拡大基調が続

いております。また、米国経済も緩やかに拡大しましたが、欧州経済については、景気は総じて持ち直しているも

のの、国ごとのばらつきが大きく、金融システムに対する不安が払拭されていないことや失業率が高止まりしてい

るなど、景気低迷のリスクを抱えながら推移しました。 

 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も、データトラフィックの飛躍的な増大により半導

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市場

が拡大しております。一方、第３四半期以降、自動車市場における新車登録台数の4カ月連続マイナス、地上デジ

タルテレビの厳しいコスト競争、企業の設備投資の増勢の鈍化や急激な円高による輸出の減少等など、回復基調に

一服感が見られました。 

  このような環境の下、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高111億99百万円（前年同期比22.2％増）、営

業利益５億82百万円（同769.3％増）、経常利益５億49百万円（同263.5％増）、四半期純利益３億33百万円（同

314.8％増）となりました。 

  

主なセグメント別の業績は、次のとおりです。 

(電線・加工品） 

  景気の持ち直しを受け、半導体製造関連ケーブル、無線基地局用ケーブル及びデジタル機器用ケーブル等の売上

が好調に推移したことにより、売上高は87億30百万円となりました。更に、設備投資の抑制、固定費の削減に取り

組んだことにより、営業利益は７億45百万円と大幅に増加となりました。 

（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25億68百万円となりました。設備投資の抑

制、固定費の削減に取り組んだことにより、営業利益は４億46百万円と増加となりました。  

  

（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末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億23百万円増加し、198億78百万円となり

ました。主な増加は、業績の回復に伴い「受取手形及び売掛金」が３億18百万円、「たな卸資産」が３億18百万円

増加しました。主な減少は、設備投資の抑制に伴い「有形固定資産」が３億50百万円減少しました。 

 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３億59百万円増加し、60億39百万円となり

ました。主な増加は、業績の回復に伴い流動負債の「その他」が５億46百万円増加しました。主な減少は、「長期

借入金」が１億57百万円減少しました。 

  当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ１億35百万円減少し、138億38百万円となり

ました。主な減少は、為替の円高に伴う「為替換算調整勘定」の減少であります。 

  

（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 69百万円増加し、23億17百万円（前連結会計年度末比3.1％増）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、４億55百万円（前年同期比10億88百万円減）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が５億24百万円、減価償却費が５億27百万円であり、主な減少要

因は、売上債権の増加が４億52百万円、たな卸資産の増加が３億89百万円であります。 

（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、１億13百万円（同16億62百万円増）の資金の獲得となりました。主な増

加要因は、定期預金の払戻による収入が５億円であり、主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出が３億40

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、３億36百万円（同95百万円増）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が１億74百万円、配当金の支払額が１億12百万円であります。  

１．当四半期の連結業績等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 

  当第３四半期連結会計期間の業績は、平成22年10月25日に公表した予想の範囲内で推移しているため、平成23年

３月期の通期の連結業績予想に変更はありません。 



（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３四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）  

  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、当第３四半期連結累計期間の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） 

  「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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,479,365 3,810,036

受取手形及び売掛金 5,078,910 4,760,481

有価証券 443,539 －

商品及び製品 892,564 812,762

仕掛品 459,802 380,267

原材料及び貯蔵品 1,366,055 1,206,420

繰延税金資産 145,970 133,191

その他 302,231 314,296

貸倒引当金 △1,959 △1,887

流動資産合計 12,166,480 11,415,569

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,858,571 3,044,769

機械装置及び運搬具（純額） 1,318,334 1,476,856

その他（純額） 1,318,755 1,324,805

有形固定資産合計 5,495,661 5,846,430

無形固定資産 107,958 120,627

投資その他の資産 2,108,488 2,272,347

固定資産合計 7,712,108 8,239,405

資産合計 19,878,589 19,654,974

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,682,074 1,750,583

短期借入金 371,175 445,036

未払法人税等 157,034 91,640

繰延税金負債 415 408

その他 947,041 400,638

流動負債合計 3,157,742 2,688,306

固定負債   

長期借入金 1,214,290 1,371,432

退職給付引当金 1,419,762 1,365,983

役員退職慰労引当金 207,082 211,140

その他 40,885 43,605

固定負債合計 2,882,021 2,992,161

負債合計 6,039,763 5,680,468



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 14,008,640 13,787,402

自己株式 △2,243,497 △2,243,421

株主資本合計 14,746,248 14,525,086

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,802 41,044

繰延ヘッジ損益 △4,483 －

為替換算調整勘定 △933,902 △605,423

評価・換算差額等合計 △919,583 △564,378

少数株主持分 12,161 13,798

純資産合計 13,838,825 13,974,506

負債純資産合計 19,878,589 19,654,974



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,168,028 11,199,292

売上原価 7,456,607 8,876,484

売上総利益 1,711,421 2,322,807

販売費及び一般管理費 1,644,353 1,739,818

営業利益 67,067 582,989

営業外収益   

受取利息 22,228 13,094

受取配当金 6,750 9,141

負ののれん償却額 16,496 10,997

助成金収入 75,888 －

その他 30,101 24,211

営業外収益合計 151,464 57,445

営業外費用   

支払利息 19,531 12,441

為替差損 43,380 59,060

その他 4,437 19,325

営業外費用合計 67,349 90,827

経常利益 151,182 549,607

特別利益   

投資有価証券売却益 － 510

貸倒引当金戻入額 898 35

役員退職慰労引当金戻入額 7,323 504

受取保険金 － 8,062

特別利益合計 8,222 9,112

特別損失   

投資有価証券評価損 － 25,782

減損損失 2,337 －

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 2,337 34,582

税金等調整前四半期純利益 157,067 524,137

法人税、住民税及び事業税 77,563 207,490

法人税等調整額 7,030 △15,992

法人税等合計 84,594 191,498

少数株主損益調整前四半期純利益 － 332,638

少数株主損失（△） △7,929 △859

四半期純利益 80,402 333,498



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 157,067 524,137

減価償却費 600,429 527,245

減損損失 2,337 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △85,584 －

為替差損益（△は益） 23,925 63,442

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） 547,682 △452,993

たな卸資産の増減額（△は増加） 802 △389,428

仕入債務の増減額（△は減少） 295,699 32,048

その他 11,309 252,570

小計 1,553,668 582,805

利息及び配当金の受取額 28,455 23,838

利息の支払額 △17,919 △11,364

法人税等の支払額 △20,577 △139,947

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,543,627 455,332

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 △100,000

定期預金の払戻による収入 215,000 500,000

有価証券の取得による支出 － △49,695

有形固定資産の取得による支出 △176,982 △123,064

有形固定資産の売却による収入 11,747 11,387

有形固定資産の売却に係る手付金収入 － 150,000

無形固定資産の取得による支出 △1,455 △2,978

投資有価証券の取得による支出 △283,872 △340,453

投資有価証券の売却による収入 － 2,150

その他 △13,317 66,251

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,548,880 113,597

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） 52,460 △49,765

長期借入金の返済による支出 △209,642 △174,642

自己株式の取得による支出 △199 △76

配当金の支払額 △83,513 △112,259

財務活動によるキャッシュ・フロー △240,894 △336,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40,365 △162,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △286,513 69,330

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 2,505,905 2,317,742



 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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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△６億34百万円には、セグメント間取引消去△１億46百万円及び各報告セ

グメントに配分していない全社費用△４億88百万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。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（追加情報） 

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  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

  （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 
（注）３

電線・加工
品 

電子・医療

部品 
計 

売上高             

外部顧客への売上高  8,584,720  2,567,759 11,152,480  46,812 11,199,292  － 11,199,292

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 145,738  511  146,250  －  146,250  △146,250  －

計  8,730,458  2,568,271 11,298,730  46,812 11,345,542  △146,250 11,199,292

セグメント利益  745,115  446,893  1,192,009  25,467  1,217,477  △634,487  582,989

（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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