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平成 19 年３月期  決算短信 

平成 19 年 5月 18 日 

上 場 会 社 名  東 京 電 波 株 式 会 社          上場取引所  東証一部 

コ ー ド 番 号  6900                      ＵＲＬ  http://www.tew.co.jp 

代  表  者  代表取締役社長   橋口 一徳 

問合せ先責任者  常務取締役     田村 勲          ＴＥＬ（03）3751- 6171 

定時株主総会開催予定日  平成 19 年 6 月 28 日   配当支払開始予定日    平成 19 年 6 月 29 日 

有価証券報告書提出予定日 平成 19 年 6 月 28 日 

（百万円未満切捨て） 

１．19 年３月期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

(1) 連結経営成績                               （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年３月期 12,011 17.8 666 56.7 680 42.0 701 50.2

18 年３月期 10,199 △8.6 425 13.2 479 21.2   466 27.0

 

1 株当たり 潜在株式調整後 自 己 資 本 総 資 本 売 上 高  

当期純利益 1株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率 

 円  銭 円  銭 ％ ％ ％ 

19 年３月期 83.31 － 6.6 4.4 5.6 

18 年３月期 55.45 －    4.6   3.2    4.7 

（参考）持分法投資損益   平成 19 年３月期 －百万円  平成 18 年３月期 －百万円 
 

(2) 連結財政状態 

 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 

19 年３月期 15,441 10,913 70.7 1,296.58 

18 年３月期 15,319 10,318 67.4 1,225.92 

（参考）自己資本      平成 19 年３月期 10,913 百万円  平成 18 年３月期 －百万円 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物 

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

19 年３月期 1,571 △973 △785 1,728 

18 年３月期 1,505 △366 △704 1,911 

 

２．配当状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 
配当金総額 配当性向 

純資産配当率

（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19 年３月期 － 15.0 15.0 126 18.0 1.2

18 年３月期 － 12.5 12.5 105 22.5 1.0

20 年３月期 

（予想） 
－ 15.0 15.0 29.4 

 

３．20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前中間期増減） 

 
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

中 間 期 5,900 4.3 250 8.3 230 △2.3 110 △51.2 13.07

通   期 12,600 4.9 730 9.5 720 5.8 430 △38.7 51.09
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動）   無 

 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）  

① 会計基準等の改正に伴う変更    有 

② ①以外の変更           無 

 

(3) 発行株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）  19 年３月期 8,417,200 株  18 年３月期 8,417,200 株 

② 期末自己株式数            19 年３月期    139 株  18 年３月期     99 株 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、19 ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

 

（参考）個別業績の概要 

１．19 年３月期の個別業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

(1) 個別経営成績                               （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年３月期 12,078 18.5 273 11.5 329 2.8 288 △29.3

18 年３月期 10,197 △9.2 245 △24.2 320 △4.3   408 31.4

 

1 株当たり 潜在株式調整後 

当期純利益 1 株当たり当期純利益

 円  銭 円  銭 

19 年３月期 34.30 － 

18 年３月期 48.48 － 
 

(2) 個別財政状態 

 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 

19 年３月期 15,271 11,015 72.1 1,308.67 

18 年３月期 15,947 10,833 67.9 1,287.03 

（参考）自己資本      平成 19 年３月期 11,015 百万円  平成 18 年３月期 －百万円 

 

２．20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前中間期増減） 

 
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

中 間 期 5,900 3.0 180 － 190 444.9 70 △17.4 8.32

通   期 12,600 4.3 430 57.3 480 45.5 240 △16.9 28.51

（将来に関する記述等についてのご注意） 

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あたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成

績(1) 経営成績の分析」をご覧ください。 
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当期におけるわが国経済は、原材料の価格高騰等不安材料がありましたが、輸出の増加、企業収益の改善や

需要の増加等を受けての設備投資の増加、また、雇用情勢に改善の兆しが見られる中、個人消費が底堅く推移

する等、総じて景気は緩やかに拡大してまいりました。 

このような経済情勢の中、水晶業界は、17 年度後半からの好調が続き、年間を通じて概ね高水準の生産が続

きました。需要を牽引したのは、小型化の進展と各分野での多機能化で電子機器１台当たりの搭載点数が増加

し、携帯電話をはじめ薄型テレビ、デジタルカメラ等のデジタル家電や自動車の電子化が全体の需要増加につ

ながりました。また、中国の春節など季節要因で危惧された需要も大きな落ち込みも無く底堅い動きで推移い

たしました。 

こうした背景の中、当社グループは、携帯電話関係で一部生産調整もみられましたが、ＢＲＩＣＳでの普及

および欧米での高機能タイプの需要に支えられ受注が増加しました。更に業務用無線向けのフィルタやＧＰＳ

用高精度発振器の受注も堅調に推移いたしました。競争激化による単価の下落はありましたが、数量増加と売

上商品構成の改善によって賄う事ができました。受注増加に対し供給規模も拡大したことから安定した供給を

維持するために超小型振動子の生産設備の増強を図るとともに、高精度発振器及びモジュール発振器の増産に

も注力いたしました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は12,011百万円（前期比17.8％増）、営業利益は666百万円（前期比56.7％

増）、経常利益 680 百万円（前期比 42.0％増）、当期純利益は 701 百万円（前期比 50.2％増）の増収増益となり

ました。 

 

（次期の見通し） 

次期のわが国経済につきましては、輸出は、海外経済の拡大を背景に、増加を続けていくとみられ、また、

高水準の企業収益や雇用者所得の緩やかな増加と底堅い個人消費を背景に、景気は緩やかな拡大を続けるとみ

られます。 

当水晶業界の、19 年度においては、グローバル年間 10 億台が見込まれる携帯電話、電子化が進む自動車、大

型高精細化で市場が広がるフラットテレビ、その他高機能とコンパクト化のＰＣなどが引き続いて需要を牽引

するものと思われ、底堅い受注が予想されます。 

当社グループといたしましては、生産数量増加の対応と、徹底したコスト削減やリードタイムの短縮など競

争力ある生産システム構築に注力し、品質の更なる向上、タイムリーな商品開発、また、拡販活動においては

既存市場の深耕と新市場開拓を推進し売上増大と収益向上に取り組む所存であります。 

なお、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高 12,600 百万円、営業利益 730 百万円、経常利益 720 百

万円、当期純利益 430 百万円を予想しております。 
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(2) 財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

1. 資産、負債及び純資産の状況 

総資産は、下期の好調に伴い売上債権の増加、繰延税金資産の計上及び当期純利益等のプラス要因があり

ますが、短期借入金の返済等のマイナス要因の結果、前連結会計年度末に比べ 121 百万円増の 15,441 百万円

（前年同期比 0.8％増）となりました。純資産については、594 百万円増の 10,913 百万円（前年同期比 5.8％

増）となりました。これにより自己資本比率は 70.7％となりました。 

2. キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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 183

百万円減少し、当連結会計年度末には 1,728 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。 

① 営業キャッシュ・フロー 

営業活動の結果、得られた資金は 1,571 百万円（前年同期比 4.4％増）となりました。 

主な要因は、減価償却費（891 百万円）、税金等調整前当期純利益（578 百万円）、たな卸資産の減少額（265

百万円）及び仕入債務の増加額（190 百万円）でありますが、売上債権の増加額（666 百万円）等で一部相

殺されております。 

② 投資キャッシュ・フロー 

投資活動の結果、使用した資金は 973 百万円（前年同期比 165.3％増）となりました。 

主な要因は、有形固定資産の取得による支出（971 百万円）であります。 

③ 財務キャッシュ・フロー 

財務活動の結果、使用した資金は 785 百万円であります。 

主な要因は、短期借入金の純減額（680 百万円）及び配当金の支払（105 百万円）による支出であります。 

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成 15 年３月期 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期

自己資本比率 63.3 62.9 65.6 67.4 70.7 

時価ベースの 

自己資本比率 
40.6 96.5 83.8 106.8 84.5 

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率 
0.7 0.3 1.0 2.2 － 

インタレスト・カ 

バレッジ・レシオ 
88.1 44.7 135.7 225.5 413.9 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注)1. いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

2. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

3. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しています。 

4. 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

株主の利益を重要課題の一つとして考え経営にあたっております。この方針に沿って業績の状況に応じて安

定的な配当を行うこと、さらに記念すべき節毎に増配あるいは株式分割などの株主優遇策を講じてまいりまし

た。併せて経営基盤を強化するため、適正な内部留保の充実及び更なる企業体質の強化と収益力の向上を図り

ながら、安定的な配当の継続に努めるとともに、業績及びキャッシュ・フローをも斟酌して株主還元を図るこ

とを基本方針としております。 

なお、当期の配当金につきましては、１株につき 15 円とさせていただく予定であり、次期の配当金につきま

しては、次期の業績予想を前提として 15 円を予定しております。 
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２．企業集団の状況 

近提出の有価証券報告書（平成 18 年６月 29 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは水晶製品の総合メーカーとして、 新技術の開発と優れた製品作りを目標に、明るい電子産

業の未来を拓き、豊かな社会の実現に貢献することを経営の基本としております。 

そして、グローバルな企業競争化において利益を重視し、連結ベースの企業価値を高めることにより、投資

家各位にとって魅力ある企業となることを目指しております。 

こうした観点のもと、当社は今後成長が期待される分野に対応した高付加価値製品の開発を軸に、市場をリ

ードする製品の開発に注力するとともに、組織のスリム化と経営合理化を徹底し、業界一のコスト競争力の達

成を目指しております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、収益性の高い企業体質の実現と企業価値の向上により、魅力ある企業となることを基本方

針としております。この方針のもと、当社グループは、売上高経常利益率、ＲＯＥ（自己資本利益率）を経営

指標として掲げております。 

 

(3) 中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

グローバルにして、急速な経営環境の変化及び国際的な競争関係の激化に対応するため、選択と集中に基づ

く受注拡大とコストダウン及び新規事業の推進が必須条件となっております。そのために「東京電波は先進技

術・製品・サービスでお客様、お取引様、社会に必要とされる存在であり、株主の皆様にとって、魅力のある

会社であり、そして従業員にとって働きがいのある、明るい未来の描ける会社になります」という経営方針の

もとに、「ニッチ No.１へのチャレンジ」をスローガンに、全社的、長期的観点に立って当社グループの強み（コ

ア技術）を生かし、市場で先行できる分野で No.１となり、高収益体質を目指します。 

そのための重点施策は、 

1. 技術力を強化、先進技術で優れた製品開発 

2. 競争力ある生産システムを構築、高品質、低コストのモノづくり 

3. 既存市場の深耕と新市場の開拓 

4. キャッシュ・フロー重視、健全な財務体質の維持強化 

5. 人材の育成と成果主義人事制度の導入 

6. 法令遵守及び公正、倫理観の浸透 

7. 持続的発展可能な地球環境の維持活動の推進 

を推進することにより業績の向上と企業体質の強化に努めます。 
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４．連結財務諸表等 

(1) 連結貸借対照表 

  前連結会計年度 
（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,911  1,728

２ 受取手形及び売掛金 ※３ 3,008  3,675

３ たな卸資産  2,856  2,591

４ 繰延税金資産  142  179

５ その他  484  489

貸倒引当金  △0  △24

流動資産合計  8,402 54.8  8,639 55.9

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※1,2  

(1) 建物及び構築物  2,516  2,365

(2) 機械装置及び運搬具  2,943  3,015

(3) 土地  1,015  1,015

(4) 建設仮勘定  27  27

(5) その他  87  139

有形固定資産合計  6,591 43.1  6,565 42.5

２ 無形固定資産  105 0.7  12 0.1

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  86  85

(2) 繰延税金資産  －  66

(3) その他の投資等  132  133

貸倒引当金  －  △0

投資損失引当金  －  △60

投資その他の資産合計  219 1.4  224 1.5

固定資産合計  6,917 45.2  6,802 44.1

資産合計  15,319 100.0  15,441 100.0
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  前連結会計年度 
（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 ※３ 2,595  2,785

２ 短期借入金  680  －

３ 未払法人税等  49  140

４ 繰延税金負債  13  7

５ 賞与引当金  172  192

６ その他  550  578

流動負債合計  4,061 26.5  3,704 24.0

Ⅱ 固定負債   

１ 繰延税金負債  152  －

２ 退職給付引当金  698  719

３ 役員退職慰労引当金  88  104

固定負債合計  939 6.1  823 5.3

負債合計  5,000 32.6  4,527 29.3

   

（少数株主持分）   

少数株主持分  0 0.0  － －

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  3,371 22.0  － －

Ⅱ 資本剰余金  3,802 24.8  － －

Ⅲ 利益剰余金  3,124 20.4  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  16 0.1  － －

Ⅴ 為替換算調整勘定  4 0.1  － －

Ⅵ 自己株式 ※４ △0 △0.0  － －

資本合計  10,318 67.4  － －

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
 15,319 100.0  － －

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  － －  3,371 21.9

２ 資本剰余金  － －  3,802 24.6

３ 利益剰余金  － －  3,720 24.1

４ 自己株式  － －  △0 △0.0

株主資本合計  － －  10,893 70.6

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 

評価差額金 
 － －  14

２ 為替換算調整勘定  － －  4

評価・換算差額等合計  － －  19 0.1

３ 少数株主持分  － －  0 0.0

純資産合計  － －  10,913 70.7

負債純資産合計  － －  15,441 100.0
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(2)連結損益計算書 

  前連結会計年度 
（自 平成 17 年４月 １日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅰ 売上高  10,199 100.0  12,011 100.0

Ⅱ 売上原価  8,674 85.1  10,124 84.3

売上総利益  1,524 14.9  1,886 15.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 1,098 10.7  1,219 10.2

営業利益  425 4.2  666 5.5

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  0 1 

２ 受取助成金  0 3 

３ 為替差益  47 5 

４ 海外派遣受取金  12 － 

５ 原材料売却益  － 8 

６ その他  12 73 0.7 9 28 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  6 4 

２ 債権譲渡損等  3 5 

３ 海外派遣費用  4 － 

４ 支払手数料  － 4 

５ その他  5 19 0.2 1 15 0.1

経常利益  479 4.7  680 5.6

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※３ 0 2 

２ 受取補助金等 ※４ 55 70 

３ 貸倒引当金戻入益  84 141 1.4 － 72 0.6

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※５ 0 － 

２ 固定資産除却損 ※６ 82 46 

３ 投資有価証券評価損  － 2 

４ 投資損失引当金繰入額  － 60 

５ 減損損失 ※７ 62 － 

６ のれん償却額 ※８ － 146 1.4 66 174 1.4

税金等調整前当期純利益  474 4.7  578 4.8

法人税、住民税及び事業税  36 140 

法人税等調整額  △25 11 0.1 △261 △121 △1.0

少数株主損失  △3 △0.0  △1 △0.0

当期純利益  466 4.6  701 5.8
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 (3) 連結剰余金計算書 

  前連結会計年度 
（自 平成 17 年４月 １日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,802 3,802

Ⅱ 資本剰余金期末残高  3,802

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,741

Ⅱ 利益剰余金増加高  

当期純利益  466 466

Ⅲ 利益剰余金減少高  

配当金  84 84

Ⅳ 利益剰余金期末残高  3,124
  

 

(4) 連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高 

（百万円） 
3,371 3,802 3,124 △0 10,297

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 △105  △105

当期純利益 701  701

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
 －

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 595 △0 595

平成 19 年３月 31 日残高 

（百万円） 
3,371 3,802 3,720 △0 10,893

 

株主資本 

 
その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 

（百万円） 
16 4 20 0 10,319

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当  △105

当期純利益  701

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
△1 0 △1 0 △1

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
△1 0 △1 0 594

平成 19 年３月 31 日残高 

（百万円） 
14 4 19 0 10,913
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(5) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月 １日 
 至 平成 18 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前当期純利益  474 578

２ 減価償却費  936 891

３ 減損損失  62 －

４ 連結調整勘定償却額  27 －

５ のれん償却額  － 95

６ 貸倒引当金の増減額  △84 24

７ 投資損失引当金の増減額  － 60

８ 受取利息及び受取配当金  △0 △1

９ 支払利息  6 4

10 為替差益  △7 △4

11 投資有価証券評価損  － 2

12 有形固定資産売却益  △0 △2

13 有形固定資産売却損  0 －

14 有形固定資産除却損  82 46

15 売掛債権の増減額  82 △666

16 退職給付引当金の増減額  25 20

17 役員退職慰労引当金の増減額  4 15

18 仕入債務の増減額  252 190

19 賞与引当金の増減額  59 19

20 たな卸資産の増減額  △267 265

21 その他の資産の増減額  △72 △5

22 その他の負債の増減額  △62 86

小計  1,520 1,619

23 利息及び配当金の受取額  0 1

24 利息の支払額  △6 △3

25 法人税等の支払額  △9 △46

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,505 1,571

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得による支出  △375 △971

２ 有形固定資産の売却による収入  10 2

３ 無形固定資産の取得による支出  － △0

４ 投資有価証券の取得による支出  △2 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー  △366 △973
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前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月 １日 
 至 平成 18 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動よるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の純増減額  △500 △680

２ 長期借入金の返済による支出  △120 －

３ 配当金の支払額  △84 △105

４ 自己株式の取得による支出  － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △704 △785

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  13 4

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  447 △183

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,464 1,911

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,911 1,728
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

近の有価証券報告書（平成 18 年６月 29 日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略いた

します。 

 

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年

12 月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成 17 年 12 月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は 10,913 百万円であります。 

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

 

(企業結合に係る会計基準等) 

当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成 15 年 10 月 31 日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成18年 12月 22日 企

業会計基準適用指針第 10 号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の表示に関する変更は以下のとおりであります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から「のれん償却額」として表示しております。 
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 (8) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

14,358百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

14,712百万円 
※２ 担保に供している資産 

工場財団 

 建物及び構築物 71百万円

 機械装置及び運搬具 22 〃 

 土地 43 〃 

 その他 31 〃 

 計 168百万円

工場財団以外の不動産 

 建物及び構築物 518百万円

 土地 341 〃 

 計 859百万円

上記に対応する債務 

短期借入金 540 百万円 

※２ 担保に供している資産 

工場財団 

 建物及び構築物 65百万円

 機械装置及び運搬具 17 〃 

 土地 43 〃 

 その他 53 〃 

 計 179百万円

工場財団以外の不動産 

 建物及び構築物 486百万円

 土地 341 〃 

 計 827百万円

上記に対応する債務はありません。 

――――――――――――――― ※３ 連結会計年度末日満期手形 

当連結会計年度末日満期手形の会計処理につ

いては、当連結会計年度末日は金融機関の休日で

したが、満期日に決済されたものとして処理して

おります。 

当連結会計年度末日満期手形の金額は次のと

おりであります 

受取手形 84 百万円

支払手形 13 〃  
※４ 自己株式の保有数 

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の

株式の数は、以下のとおりであります。 

 普通株式 99株 

※４ 自己株式の保有数 

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の

株式の数は、以下のとおりであります。 

 普通株式 139株 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

 支払手数料 162百万円

 従業員給料・手当 190 〃 

 賞与引当金繰入額 17 〃 

 退職給付費用 7 〃 

 役員退職慰労 

引当金繰入額 
4 〃 

 研究開発費 280 〃  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

 支払手数料 151百万円

 従業員給料・手当 208 〃 

 賞与引当金繰入額 22 〃 

 退職給付費用 8 〃 

 役員退職慰労 

引当金繰入額 
15 〃 

 研究開発費 279 〃  
※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、次のとおりであります。 

 一般管理費 280百万円 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、次のとおりであります。 

 一般管理費 279百万円 
※３ 固定資産売却益の内訳 

 機械装置及び運搬具 0百万円 

※３ 固定資産売却益の内訳 

 機械装置及び運搬具 2百万円 
※４ 受取補助金等の内訳 

受取補助金等のうち主要なものは、酸化亜鉛の

製造設備に関する補助金(55 百万円)であります。

※４ 受取補助金等の内訳 

受取補助金等のうち主要なものは、企業立地促

進奨励事業に対する補助金(41 百万円)でありま

す。 

※５ 固定資産売却損の内訳 

 機械装置及び運搬具 0百万円 

――――――――――――――― 

※６ 固定資産除却損の内訳 

 機械装置及び運搬具 78百万円

 その他 4 〃  

※６ 固定資産除却損の内訳 

 機械装置及び運搬具 43百万円

 その他 2 〃  
※７ 減損損失 

当連結会計年度において、以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。 

 
場所 用途 種類 

金額 

（百万円）

 群馬県 

吾妻郡 
遊休土地 土地 12

 北海道 

北見市 
遊休設備 機械装置 36

 北海道 

網走郡 
遊休設備 機械装置 1

 岩手県 

久慈市 
遊休設備 機械装置 12

当社グループは、事業別管理会計区分を、グル

ーピングの単位としております。ただし、遊休資

産については個別の資産グループとして取り扱

っております。 

上記の遊休資産については、将来の使用が見込

まれないことから、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（62 百万円）とし

て特別損失に計上しております。 

なお、当資産グループの回収可能性価額は、土

地については固定資産税評価額を、機械装置につ

いては合理的な見積りを基準とした正味売却価

額により算定しております。 

――――――――――――――― 

――――――――――――――― ※８ のれん償却額 

当連結会計年度末に関係会社出資金を減損処理

することに伴い、その未償却残高（66百万円）を

一括償却し、特別損失として計上しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 8,417,200 － － 8,417,200

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 99 40 － 139

（変更事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買い取り請求による増加    40 株 

 

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

(1) 配当支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18 年６月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 105 12.5 平成18年３月31日 平成 18 年６月 30 日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの。 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 19 年６月 28 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 126 15.0 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 29 日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

 現金及び預金 1,911百万円

 現金及び現金同等物 1,911百万円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

 現金及び預金 1,728百万円

 現金及び現金同等物 1,728百万円 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産 

 未払費用等否認 12百万円

 賞与引当金否認 73 〃 

 退職給付引当金否認 269 〃 

 たな卸資産評価損否認 166 〃 

 役員退職慰労引当金否認 36 〃 

 固定資産除却損否認 23 〃 

 減損損失否認 20 〃 

 未実現利益 45 〃 

 税務上の繰越欠損金 737 〃 

 その他 60 〃 

 小計 1,447 〃 

 評価性引当額 △1,254 〃 

 繰延税金資産合計 192百万円

 

繰延税金負債 

 特別償却準備金 △49百万円

 圧縮積立金 △155 〃 

 その他 △11 〃 

 繰延税金負債合計 △215百万円

 

 繰延税金資産・負債の純額 △23百万円

 

繰延税金資産・負債の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。 

 流動資産－繰延税金資産 142百万円

 固定資産－繰延税金資産 － 〃 

 流動負債－繰延税金負債 13 〃 

 固定負債－繰延税金負債 152 〃  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産 

 未払費用等否認 20百万円

 賞与引当金否認 82 〃 

 退職給付引当金否認 280 〃 

 たな卸資産評価損否認 95 〃 

 役員退職慰労引当金否認 42 〃 

 固定資産除却損否認 16 〃 

 減損損失否認 4 〃 

 未実現利益 38 〃 

 税務上の繰越欠損金 532 〃 

 その他 103 〃 

 小計 1,212 〃 

 評価性引当額 △781 〃 

繰延税金資産合計 431百万円

 

繰延税金負債 

 特別償却準備金 △31百万円

 圧縮積立金 △151 〃 

 その他 △10 〃 

繰延税金負債合計 △192百万円

 

 繰延税金資産・負債の純額 238百万円

 

繰延税金資産・負債の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。 

 流動資産－繰延税金資産 179百万円

 固定資産－繰延税金資産 66 〃 

 流動負債－繰延税金負債 7 〃 

固定負債－繰延税金負債 － 〃  
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4〃

住民税均等割等 2.3〃

評価性引当額 12.2〃

繰越欠損金の充当 △56.2〃

その他 3.0〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.4％

   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4〃

住民税均等割等 1.8〃

のれん償却額 6.7〃

評価性引当額 △32.4〃

繰越欠損金の充当 △38.1〃

その他 △0.1〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △20.9％ 
 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、有価証券、退職給付に関する注記事項につきましては、決算短信におけ

る開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 
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（セグメント情報） 

 

１．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 水晶製品事業 

（百万円） 

電子機器事業

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
9,021 1,177 10,199 （ －） 10,199

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ 11 11 （ 11） －

計 9,021 1,189 10,211 （ 11） 10,199

営業費用 8,777 1,036 9,814 （ 40） 9,773

営業利益 243 153 396 28 425

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
 

資産 14,519 905 15,425 （ 105） 15,319

減価償却費 952 14 966 （ 30） 936

資本的支出 515 5 520 （  1） 519

 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 水晶製品事業 

（百万円） 

電子機器事業

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
10,688 1,323 12,011 （ －） 12,011

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ 79 79 （ 79） －

計 10,688 1,402 12,090 （ 79） 12,011

営業費用 10,190 1,253 11,444 （ 100） 11,344

営業利益 497 148 645 20 666

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
 

資産 13,918 1,607 15,525 （ 83） 15,441

減価償却費 902 12 915 （ 23） 891

資本的支出 885 27 913 （  2） 910

（注）１ 事業区分の決定方法 

事業区分の決定にあたっては、使用目的、製造過程の方法及び市場・販売方法の類似性を勘案して

水晶製品事業と電子機器事業の製品系列別事業区分としております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 

事業区分 主要な製品の名称 

水晶製品事業 水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、人工水晶、光学用水晶、酸化亜鉛単結晶

電子機器事業 メカトロニクス機器、カスタム機器、高周波電力計 

 

２．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平成 18 年４

月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメント売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 
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３．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 欧州 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,091 616 3,330 4 5,043

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 10,199

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％）
10.7 6.0 32.7 0.0 49.4

 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 欧州 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,040 1,115 3,737 154 6,047

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 12,011

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％）
8.6 9.3 31.1 1.3 50.3

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 欧州 ‥‥‥ スウェーデン、フィンランド、ドイツ等 

(2) 北米 ‥‥‥ 米国、カナダ、メキシコ等 

(3) アジア ‥‥ 韓国、台湾、香港、中国等 

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。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり純資額 1,225.92円

１株当たり当期利益 55.45円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。  

１株当たり純資額 1,296.58円

１株当たり当期利益 83.31円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。  
（注）算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

連結貸借対照表の純資産の部の 

合計（百万円） 
－ 10,913

普通株式に係る純資産額（百万円） － 10,913

差額の主な内訳（百万円） 

少数株主持分 － 0

普通株式の発行済株式数（株） － 8,417,200

普通株式の自己株式数（株） － 139

１株当たり純資産額の算定に 

用いられた普通株式の数（株） 
－ 8,417,061

 

２．１株当たり当期純利益 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

連結貸借対照表の当期純利益 

（百万円） 
466 701

普通株式に係る当期純利益（百万円） 466 701

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（株） 8,417,101 8,417,097
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５．財務諸表等 

(1) 貸借対照表 

  前事業年度 
（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,893  1,664

２ 受取手形  243  355

３ 売掛金  2,762  3,318

４ たな卸資産  1,722  1,423

５ 有償支給未収入金  694  775

６ 繰延税金資産  142  138

７ その他  355  213

貸倒引当金  △0  △24

流動資産合計  7,813 49.0  7,864 51.5

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物  2,614 2,614 

減価償却累計額  △1,638 975 △1,712 902

(2) 構築物  215 215 

減価償却累計額  △179 36 △184 31

(3) 機械及び装置  3,014 3,002 

減価償却累計額  △2,489 524 △2,505 496

(4) 車両運搬具  21 23 

減価償却累計額  △17 3 △16 6

(5) 工具器具及び備品  377 429 

減価償却累計額  △340 36 △343 85

(6) 土地  506  506

有形固定資産合計  2,083 13.1  2,028 13.3

２ 無形固定資産  1  2

無形固定資産合計  1 0.0  2 0.0

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  65  66

(2) 関係会社株式  181  179

(3) 関係会社出資金  272  156

(4) 関係会社長期貸付金  6,430  5,933

(5) 繰延税金資産  ―  1

(6)その他  4  5

貸倒引当金  △826  △826

投資損失引当金  △80  △140

投資その他の資産合計  6,048 37.9  5,375 35.2

固定資産合計  8,133 51.0  7,406 48.5

資産合計  15,947 100.0  15,271 100.0
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  前事業年度 
（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形  1,060  206

２ 買掛金  2,061  3,089

３ 短期借入金  680  －

４ 未払金  61  121

５ 未払費用  156  161

６ 未払法人税等  22  19

７ 賞与引当金  60  69

８ その他  379  96

流動負債合計  4,482 28.1  3,765 24.7

Ⅱ 固定負債   

１ 繰延税金負債  162  －

２ 退職給付引当金  381  386

３ 役員退職慰労引当金  88  104

固定負債合計  632 4.0  490 3.2

負債合計  5,114 32.1  4,256 27.9

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  3,371 21.1  － －

Ⅱ 資本剰余金   

資本準備金  3,802  －

資本剰余金合計  3,802 23.8  － －

Ⅲ 利益剰余金   

利益準備金  122  －

任意積立金  2,432  －

当期未処分利益  1,088  －

利益剰余金合計  3,643 22.9  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  16 0.1  － －

Ⅴ 自己株式  △0 △0.0  － －

資本合計  10,833 67.9  － －

負債資本合計  15,947 100.0  － －
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  前事業年度 
（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  － －  3,371 22.0

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  － 3,802 

資本剰余金合計  － －  3,802 24.9

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金  － 122 

(2) その他利益剰余金  － 3,704 

固定資産圧縮積立金  － 220 

別途積立金  － 2,200 

繰越利益剰余金  － 1,284 

利益剰余金合計  － －  3,826 25.1

４ 自己株式  － －  △0 △0.0

株主資本合計  － －  11,000 72.0

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 －  14

評価・換算差額等合計 － －  14 0.1

純資産合計  － －  11,015 72.1

負債純資産合計  － －  15,271 100.0
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京電波㈱（6900）平成 19 年３月期 決算短信 

23 

(2) 損益計算書 

  前事業年度 
（自 平成 17 年４月 １日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅰ 売上高  10,197 100.0  12,078 100.0

Ⅱ 売上原価  9,050 88.8  10,780 89.2

売上総利益  1,147 11.2  1,298 10.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  901 8.8  1,025 8.5

営業利益  245 2.4  273 2.3

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  26 45 

２ 受取賃借料  61 61 

３ 為替差益  39 2 

４ その他  8 135 1.3 4 113 0.9

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  6 4 

２ その他  53 60 0.6 53 57 0.5

経常利益  320 3.1  329 2.7

Ⅵ 特別利益   

１ 受取補助金等  － 20 

２ 貸倒引当金戻入益  84 84 0.8 － 20 0.2

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損  0 － 

２ 固定資産除却損  3 4 

３ 関係会社株式評価損  － 2 

４ 関係会社出資金評価損  －  145 

５ 投資損失引当金繰入額  － 60 

６ 減損損失  12 15 0.1 － 211 1.7

税引前当期純利益  389 3.8  139 1.2

法人税、住民税及び事業税  9 0.1  9 0.1

法人税等調整額  △28 △0.3  △159 △1.3

当期純利益  408 4.0  288 2.4

前期繰越利益  680  

当期未処分利益  1,088 10.7  
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 (3) 利益処分計算書 

  前事業年度 
（平成 18 年６月 29 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益  1,088

Ⅱ 任意積立金取崩額  

圧縮積立金取崩額  6 6

合計  1,095

  

Ⅲ 利益処分額  

配当額  105 105

Ⅳ 次期繰越利益  989
  

（注）日付は、株主総会承認日であります。 
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(4) 株主資本等変動計算書 

 

当事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

その他資本

剰余金 
利益準備金

その他利益 

剰余金 

自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高 

（百万円） 
3,371 3,802 － 122 3,521 △0 10,816

事業年度中の変動額    

剰余金の配当 （注）１  △105  △105

当期純利益  288  288

自己株式の取得   △0 △0

株主資本以外の項目の事 

業年度中の変動額（純額） 
   

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － 183 － 183

平成 19 年３月 31 日残高 

（百万円） 
3,371 3,802 － 122 3,704 △0 11,000

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 

（百万円） 
16 10,833

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 （注）１  △105

当期純利益  288

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の事 

業年度中の変動額（純額） 
△1 △1

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△1 182

平成 19 年３月 31 日残高 

（百万円） 
14 11,015

 

（注）その他利益剰余金の内訳 

 固定資産 

圧縮積立金 
別途積立金

繰越利益剰

余金 
合計 

平成 18 年３月 31 日残高 

（百万円） 
232 2,200 1,088 3,521

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 （注）１  △105 △105

当期純利益  288 288

固定資産圧縮積立金 

の取崩 （注）２ 
△12 12 －

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△12 － 195 183

平成 19 年３月 31 日残高 

（百万円） 
220 2,200 1,284 3,704

（注）１ 剰余金の配当は平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

２ 固定資産圧縮積立金の取崩のうち、６百万円は平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項

目であります。 
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 (5) 個別財務諸表に関する注記事項 

（税効果会計関係） 

前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産 

 未払費用等否認 2百万円

 未払事業税等否認 8 〃 

 賞与引当金否認 24 〃 

 退職給付引当金否認 155 〃 

 子会社株式評価損否認 162 〃 

 貸倒引当金繰入 

限度超過額否認 
261 〃 

 たな卸資産評価損否認 151 〃 

 役員退職慰労引当金否認 36 〃 

 投資損失引当金否認 32 〃 

 税務上の繰越欠損金 234 〃 

 その他 10 〃 

 小計 1,081 〃 

 評価性引当額 △934 〃 

 繰延税金資産合計 146百万円

 

 

繰延税金負債 

 圧縮積立金 △155百万円

 その他 △11 〃 

 繰延税金負債合計 △166百万円

 繰延税金資産・負債純額 △20百万円

 

繰延税金資産・負債の純額は、貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

 流動資産－繰延税金資産 142百万円

 固定資産－繰延税金資産 － 〃 

 流動負債－繰延税金負債 － 〃 

 固定負債－繰延税金負債 162 〃  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産 

 未払費用等否認 3百万円

 未払事業税等否認 4 〃 

 賞与引当金否認 28 〃 

 退職給付引当金否認 157 〃 

 関係会社株式評価損否認 163 〃 

 関係会社出資金評価損否認 59 〃 

 貸倒引当金繰入 

限度超過額否認 
345 〃 

 たな卸資産評価損否認 86 〃 

 役員退職慰労引当金否認 42 〃 

 投資損失引当金否認 56 〃 

 税務上の繰越欠損金 73 〃 

 その他 10 〃 

 小計 1,031 〃 

 評価性引当額 △729 〃 

繰延税金資産合計 301百万円

 

繰延税金負債 

 圧縮積立金 △151百万円

 その他 △10 〃 

繰延税金負債合計 △161百万円

 繰延税金資産・負債純額 140百万円

 

繰延税金資産・負債の純額は、貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

 流動資産－繰延税金資産 138百万円

 固定資産－繰延税金資産 1 〃 

 流動負債－繰延税金負債 － 〃 

固定負債－繰延税金負債 － 〃  
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5〃

住民税均等割等 2.5〃

評価性引当額 5.0〃

繰越欠損金の充当 △53.0〃

その他 △0.4〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △4.7％ 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5〃

住民税均等割等 6.9〃

評価性引当額 △29.2〃

繰越欠損金の充当 △127.4〃

その他 △0.0〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △107.4％ 
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６．その他 

 

(生産、受注及び販売の状況) 

１．生産実績 

前連結会計年度 
（自 平成 17 年４月 １日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

 

金額（百万円） 金額（百万円） 

事業の種類別セグメントの名称   

水 晶 製 品 事 業 9,036 10,878 

電 子 機 器 事 業 1,171 1,341 

合 計 10,207 12,219 

（注）１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 金額は販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

２．受注実績 

前連結会計年度 
（自 平成 17 年４月 １日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

 

金額（百万円） 金額（百万円） 

事業の種類別セグメントの名称 

水 晶 製 品 事 業 9,526 10,741 

電 子 機 器 事 業 1,209 1,288 

合 計 10,735 12,029 

（注）１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

３．販売実績 

前連結会計年度 
（自 平成 17 年４月 １日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

 

金額（百万円） 金額（百万円） 

事業の種類別セグメントの名称 

水 晶 製 品 事 業 9,021 10,688 

電 子 機 器 事 業 1,177 1,323 

合 計 10,199 12,011 

（注）１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


