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平成 20 年３月期  決算短信 

平成 20 年 5月 23 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  総務部長      谷田 清昭         ＴＥＬ（03）3751- 6172 

定時株主総会開催予定日  平成 20 年 6 月 26 日   配当支払開始予定日    平成 20 年 6 月 27 日 

有価証券報告書提出予定日 平成 20 年 6 月 26 日 

（百万円未満切捨て） 

１．20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 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 ％

20 年３月期 13,588 13.1 1,063 59.5 896 31.7 699 △0.2

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

 

1 株当たり 潜在株式調整後 自 己 資 本 総 資 産 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 ％ ％ ％ 

20 年３月期 83.13 － 6.3 5.5 7.8 

19 年３月期 83.31 －    6.6   4.4    5.6 

（参考）持分法投資損益   平成 20 年３月期 －百万円  平成 19 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 

20 年３月期 17,418 11,446 65.7 1,363.81 

19 年３月期 15,441 10,913 70.7 1,296.58 

（参考）自己資本      平成 20 年３月期 11,446 百万円  平成 19 年３月期 10,913 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 

20 年３月期 1,963 △1,131 △157 2,372 

19 年３月期 1,571 △973 △785 1,728 

 

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

(年間) 

配当性向 

(連結) 

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

20 年３月期 － 15.0 15.0 125 18.0 1.1

21 年３月期（予想） － 15.0 15.0 36.0 

 

３．21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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 

連結累計期間 
6,640 0.3 30 △94.2 30 △93.9 20 △94.3 2.38

通   期 14,000 3.0 400 △62.4 400 △55.4 350 △50.0 41.70
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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 

（注）詳細は、12 ページ「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」をご覧下さい。 

 

(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）  20 年３月期 8,417,200 株  19 年３月期 8,417,200 株 

② 期末自己株式数            20 年３月期   24,194 株  19 年３月期    139 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、20 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 

１．20 年３月期の個別業績（平成 19 年４月１日～平成 20 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 ％

20 年３月期 13,775 14.0 357 30.9 266 △19.3 580 100.9

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

 

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 

20 年３月期 68.93 － 

19 年３月期 34.30 － 
 

(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 

20 年３月期 17,387 11,428 65.7 1,361.66 

19 年３月期 15,271 11,015 72.1 1,308.67 

（参考）自己資本      平成 20 年３月期 11,428 百万円  平成 19 年３月期 11,015 百万円 

 

２．21 年３月期の個別業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間期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 

累計期間 
6,640 △0.3 50 △77.2 50 △78.3 30 △68.3 3.57

通   期 14,000 1.6 400 11.8 400 50.3 210 △63.8 25.02

（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) 経営成績に関する分析」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、輸出は増加を続けておりますものの、企業収益は高水準ながら伸び悩み、個人消費も

雇用者所得の落ち込みを背景に縮小傾向にあります。総じて、景気は原油価格の高騰やサブプライムローン問題の影

響による米国経済低迷の影響を受け始め急速な円高も影響し減速が懸念されます。 

当期前半の水晶製品のグローバル需要は、前期に引き続いて好調に推移いたしました。 

携帯電話、近距離無線通信等の情報通信や薄型テレビ、デジカメ等のデジタル家電の需要が増大したほか、高機能、

多機能化により搭載点数が増加して全体の需要を押し上げました。また、自動車の電子化も一段と進展し市場の拡大

に繋がりました。しかしながら、年末以降は一部ＩＴ関連機器で在庫調整もみられ第４四半期の需要は予想を下回る状

況となりました。 

このような状況のもと、当社グループは小型水晶振動子、発振器の拡販に注力いたしました。一方、生産面におきま

しては水晶製品の需要増大に対応するため、盛岡東京電波株式会社（連結子会社）の工場拡張及び設備増強等の投

資を積極的に行い供給の安定化を図りました。 

なお、発光ダイオード（ＬＥＤ）の基板やセンサー用等の素材として開発中の酸化亜鉛単結晶は、引続き活

発なサンプル出荷を行っております。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 13,588 百万円（前年同期比 13.1％増）、営業利益 1,063 百万円（前年

同期比 59.5％増）、経常利益 896 百万円（前年同期比 31.7％増）、当期純利益 699 百万円（前年同期比 0.2％減）となり

ました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

 

（水晶製品事業） 

全体的に需要が増加し、水晶振動子、発振器ともに販売が増加しました。この結果、売上高 12,368 百万円（前年同

期比 15.7％増）、営業利益 917 百万円（前年同期比 84.4％増）となりました。 

 

（電子機器事業） 

宇宙関係向けやモジュール関連製品が増加となりました。この結果、売上高 1,426 百万円（前年同期比 1.7％増）、営

業利益 137 百万円（前年同期比 7.5％減）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、米国を発端とするサブプライムローン問題による金融不安、原油価格の高騰、

株価の低迷などの要因により、景気の先行きは依然不透明であり引続き厳しい状況が続くものと予想されます。また、

このような経済情勢のなか、企業収益も弱まる事から設備投資や個人消費も落ち込むことが予想され、今後の景気回

復に大きな影響を与えることが懸念されます。 

当水晶デバイス業界においては、従来の小型化、省電力化に加えエコロジー対策も要求されるようになり、水晶デバ

イスは携帯電話、デジタル関連製品のほか、近距離通信の更なる普及や自動車の電子化等用途とともに市場も拡大

すると予想されます。しかし、消費の落ち込みによる需要の減少懸念があり、ユーザーの要求は多様化し、より高品質

なものが求められる環境になると予想されます。 

当社グループといたしましては、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をすべく、システム

の構築と徹底したコスト競争力の強化を行うとともに、タイムリーな製品開発とコア技術を活かした製品の徹底拡販を

実行していくことで収益向上に努めてまいります。 

次期の連結業績見通しにつきましては、売上高 14,000 百万円（前期比 3.0％増）、営業利益 400 百万円（前期比

62.4％減）、経常利益 400 百万円（前期比 55.4％減）、当期純利益 350 百万円（前期比 50.0％減）をそれぞれ見込んで

おります。 

なお、当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数の見直しによる減価償却費増加額を 560 百万円見込

んでおります。 
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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、現金及び預金、有形固定資産等の増加により前連結会計年度末に比べ 1,976 百万円増の 17,418

百万円（前年同期比 12.8％増）となりました。また、負債は、買掛金及び未払金等の増加により前連結会計

年度末に比べ 1,444 百万円増の 5,971 百万円（前年同期比 31.9％増）となりました。純資産については、当

期純利益計上に伴う利益剰余金の増加等により前連結会計年度に比べ 532 百万円増の 11,446 百万円（前年同

期比 4.9％増）となりました。これにより自己資本比率は 65.7％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 644

百万円増加し、当連結会計年度末には 2,372 百万円となりました。 

当連結会計年末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 1,963 百万円（前年同期比 25.0％増）となりました。 

主な要因は、減価償却費（1,003 百万円）、税金等調整前当期純利益（847 百万円）及び仕入債務の増加

（780 百万円）でありますが、たな卸資産の増加（207 百万円）及び法人税等の支払（190 百万円）等によ

り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 1,131 百万円（前年同期比 16.2％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（1,132 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 157 百万円（前年同期比 79.9％減）となりました。 

主な要因は、配当金の支払（126 百万円）及び自己株式の取得による支出（31百万円）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 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 平成 20 年３月期

自己資本比率(%) 62.9 65.6 67.4 70.7 65.7 

時価ベースの 

自己資本比率(%) 
96.5 83.8 106.8 84.5 57.3 

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率(%) 
0.3 1.0 2.2 － － 

インタレスト・カ 

バレッジ・レシオ(倍) 
44.7 135.7 225.5 413.9 3,727.3 

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 

当社は、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っております。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、当期末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ます。次期の配当金に

つきましては、業績予想を前提として１株につき 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 19 年６月 28 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会

社状況」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「東京電波は技術力

の強化と先進技術による高品質な製品の開発と競争力あるシステムの構築や低コストのモノづくりによる製

品・サービスの提供を行う事で、社会に必要とされる存在となり、株主の皆様や従業員にとって、魅力のある

会社で、明るい未来を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、当社グループの強みであるコア技術を生かすとともにシステムの構築と徹底したコスト競争力の

強化を図り、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. 品質第一の徹底 

2. 徹底したコスト削減 

3. タイムリーな製品の開発 

4. 強みを生かした製品の徹底拡販 

5. 計画的なコア人材育成 

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 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 20 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  1,728  2,372

２ 受取手形及び売掛金 ※３ 3,675  3,640

３ たな卸資産  2,591  2,798

４ 繰延税金資産  179  101

５ その他  489  824

貸倒引当金  △24  △7

流動資産合計  8,639 55.9  9,730 55.9

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※1,2  

(1) 建物及び構築物  2,365  2,334

(2) 機械装置及び運搬具  3,015  3,700

(3) 土地  1,015  1,015

(4) 建設仮勘定  27  309

(5) その他  139  126

有形固定資産合計  6,565 42.5  7,487 43.0

２ 無形固定資産  12 0.1  11 0.0

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  85  64

(2) 繰延税金資産  66  67

(3) その他  133  83

貸倒引当金  △0  △16

投資損失引当金  △60  △10

投資その他の資産合計  224 1.5  189 1.1

固定資産合計  6,802 44.1  7,687 44.1

資産合計  15,441 100.0  17,418 100.0
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  前連結会計年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 20 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 2,785  3,566

２ 未払法人税等  140  19

３ 繰延税金負債  7  －

４ 賞与引当金  192  213

５ その他  578  1,365

流動負債合計  3,704 24.0  5,164 29.7

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金  719  697

２ 役員退職慰労引当金  104  110

固定負債合計  823 5.3  807 4.6

負債合計  4,527 29.3  5,971 34.3

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  3,371 21.9  3,371 19.4

２ 資本剰余金  3,802 24.6  3,802 21.8

３ 利益剰余金  3,720 24.1  4,293 24.6

４ 自己株式  △0 △0.0  △31 △0.2

株主資本合計  10,893 70.6  11,435 65.6

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 

評価差額金 
 14  5

２ 為替換算調整勘定  4  5

評価・換算差額等合計  19 0.1  11 0.1

Ⅲ 少数株主持分  0 0.0  0 0.0

純資産合計  10,913 70.7  11,446 65.7

負債純資産合計  15,441 100.0  17,418 100.0
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(2)連結損益計算書 

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

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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  12,011 100.0  13,588 100.0

Ⅱ 売上原価  10,124 84.3  11,162 82.2

売上総利益  1,886 15.7  2,426 17.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 1,219 10.2  1,363 10.0

営業利益  666 5.5  1,063 7.8

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  1 2 

２ 受取助成金  3 5 

３ 為替差益  5 － 

４ 原材料売却益  8 － 

５ 受取手数料  － 4 

６ その他  9 28 0.2 8 20 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  4 0 

２ 債権譲渡損等  5 7 

３ 為替差損  － 170 

４ 支払手数料  4 3 

５ その他  1 15 0.1 5 187 1.4

経常利益  680 5.6  896 6.6

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※３ 2 0 

２ 受取補助金等 ※４ 70 72 0.6 37 38 0.3

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※５ － 0 

２ 固定資産除却損 ※６ 46 46 

３ 投資有価証券評価損  2 － 

４ 関係会社出資金評価損  － 6 

５ 投資損失引当金繰入額  60 10 

６ 減損損失 ※７ － 24 

７ のれん償却額 ※８ 66 174 1.4 － 87 0.7

税金等調整前当期純利益  578 4.8  847 6.2

法人税、住民税及び事業税  140 71 

法人税等調整額  △261 △121 △1.0 76 147 1.1

少数株主損失  △1 △0.0  △0 △0.0

当期純利益  701 5.8  699 5.1
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（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

 

評価・換算差額等 

 
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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当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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 19 年３月 31 日残高 

（百万円） 
3,371 3,802 3,720 △0 10,893

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 △126  △126

当期純利益 699  699

自己株式の取得 △31 △31

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） 
－ － 573 △31 541

平成 20 年３月 31 日残高 

（百万円） 
3,371 3,802 4,293 △31 11,435

 

評価・換算差額等 

 
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 19 年３月 31 日残高 

（百万円） 
14 4 19 0 10,913

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当  △126

当期純利益  699

自己株式の取得  △31

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
△8 0 △8 △0 △8

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
△8 0 △8 △0 532

平成 20 年３月 31 日残高 

（百万円） 
5 5 11 0 11,446
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
 至 平成 19 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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  578 847

２ 減価償却費  891 1,003

３ 減損損失  － 24

４ のれん償却額  95 0

５ 貸倒引当金の増減額  24 △0

６ 投資損失引当金の増減額  60 △50

７ 受取利息及び受取配当金  △1 △3

８ 支払利息  4 0

９ 為替差損益  △4 30

10 投資有価証券評価損  2 －

11 関係会社出資金評価損  － 6

12 有形固定資産売却益  △2 △0

13 有形固定資産売却損  － 0

14 有形固定資産除却損  46 46

15 売上債権の増減額  △666 34

16 退職給付引当金の増減額  20 △22

17 役員退職慰労引当金の増減額  15 6

18 仕入債務の増減額  190 780

19 賞与引当金の増減額  19 20

20 たな卸資産の増減額  265 △207

21 その他の資産の増減額  △5 △284

22 その他の負債の増減額  86 △82

小計  1,619 2,151

23 利息及び配当金の受取額  1 3

24 利息の支払額  △3 △0

25 法人税等の支払額  △46 △190

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,571 1,963

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  △971 △1,132

２ 有形固定資産の売却による収入  2 5

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 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー  △973 △1,131
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前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
 至 平成 19 年３月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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  △680 －

２ 配当金の支払額  △105 △126

３ 自己株式の取得による支出  △0 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー  △785 △157

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  4 △30

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △183 644

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,911 1,728

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,728 2,372
  

 

 

 

(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

下記(6)項目以外は、 近の有価証券期報告書（平成 19 年 6月 28 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。 

 

 

(6)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 

 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成 19 年４月１日以降に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が 30 百万円

それぞれ減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成 19 年３月 31 日以前に取

得した有形固定資産については、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却する方法によっております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が 25 百万円

それぞれ減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 
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 (7) 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 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

14,712百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,361百万円 
※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。 

 

※２ 担保に供している資産 

工場財団 

 建物及び構築物 59百万円

 機械装置及び運搬具 10 〃 

 土地 43 〃 

 その他 37 〃 

 計 150百万円

工場財団以外の不動産 

 建物及び構築物 455百万円

 土地 341 〃 

 計 797百万円

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 〃  

――――――――――――――― 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 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 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 〃  

※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 169百万円

 従業員給料・手当 232 〃 

 賞与引当金繰入額 24 〃 

 退職給付費用 6 〃 

 役員退職慰労 

引当金繰入額 
6 〃 

 研究開発費 366 〃  
※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 

※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 366百万円 
※３ 固定資産売却益の内訳 

 機械装置及び運搬具 2百万円 

※３ 固定資産売却益の内訳 

 機械装置及び運搬具 0百万円 
※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、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。 

※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(30 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 43百万円

 その他 2 〃 

 計 46 〃  

※６ 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 1百万円

 機械装置及び運搬具 17 〃 

 撤去費用 25 〃 

 その他 1 〃 

 計 46 〃  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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 

佐波郡 
遊休設備 機械装置 24

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

ていないことから、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（24 百万円）として特別損

失に計上しております。 

なお、当該資産の回収可能価額は、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） 

 

前連結会計年度（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

（変動事由の概要） 

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
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当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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） 139 24,055 － 24,194

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取り請求による増加    55 株 

市場買付による増加           24,000 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 19 年６月 28 日 

定時株主総会 
普通株式 126 15.0 平成19年３月31日 平成 19 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 20 年６月 26 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 125 15.0 平成 20 年３月 31 日 平成 20 年６月 27 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 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 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 1,728百万円

 現金及び現金同等物 1,728百万円 

※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 2,372百万円

 現金及び現金同等物 2,372百万円 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 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 20百万円

 賞与引当金 82 〃 

 退職給付引当金 280 〃 

 たな卸資産評価損 95 〃 

 役員退職慰労引当金 42 〃 

 固定資産除却損 16 〃 

 減損損失 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 〃 

 その他有価証券評価差額金 △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 － 〃  

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 12百万円

 賞与引当金 87 〃 

 退職給付引当金 274 〃 

 たな卸資産評価損 42 〃 

 役員退職慰労引当金 44 〃 

 固定資産除却損 15 〃 

 減損損失 13 〃 

 未実現利益 34 〃 

 税務上の繰越欠損金 250 〃 

 その他 82 〃 

 小計 858 〃 

 評価性引当額 △512 〃 

繰延税金資産合計 346百万円

 

繰延税金負債 

 特別償却準備金 △17百万円

 圧縮積立金 △156 〃 

 その他有価証券評価差額金 △3 〃 

繰延税金負債合計 △177百万円

 

 繰延税金資産・負債の純額 168百万円

 

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 101百万円

 固定資産－繰延税金資産 67 〃 

 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 0.4〃

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％

   

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 1.0〃

のれん償却額 0.0〃

評価性引当額 △0.5〃

繰越欠損金の充当 △23.7〃

その他 △0.4〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 17.5％ 

 

（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。 

 

 



東京電波㈱（6900）平成 20 年３月期 決算短信 

18 

（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 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

 

当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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 
12,368 1,220 13,588 （ －） 13,588

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ 205 205 （ 205） －

計 12,368 1,426 13,794 （ 205） 13,588

営業費用 11,451 1,288 12,739 （ 214） 12,525

営業利益 917 137 1,054 8 1,063

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
 

資産 16,137 1,355 17,492 （ 74） 17,418

減価償却費 1,008 15 1,024 （ 20） 1,003

資本的支出 1,849 1 1,851 （ 11） 1,839

（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 

３ 「（6）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（有形固定資産の減価償却方法）」に
記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成 19 年
４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更
しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業費用は「水晶製品事業」30 百万円、「電子機器事業」
0百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

また、（追加情報）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は法人税法の改正に伴い、当連結会計
年度より、平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資産については、取得価額の５％に到達した
連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均
等償却する方法によっております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べ、営業費用は「水晶製品事業」23 百万円、「電子機器事業」
1百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 
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２．所在地別セグメント情報 

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

月１日 至 平成 20 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。 

 

３．海外売上高 

前連結会計年度（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

 

当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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） 1,069 1,301 4,778 497 7,647

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 13,588

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％）
7.9 9.6 35.2 3.6 56.3

（注）１ 国又は地域の区分は、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 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 1,296.58円

１株当たり当期純利益 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。  

１株当たり純資産額 1,363.81円

１株当たり当期純利益 83.13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 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 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 11,446

普通株式に係る純資産額（百万円） 10,913 11,446

差額の主な内訳（百万円） 

少数株主持分 0 0

普通株式の発行済株式数（株） 8,417,200 8,417,200

普通株式の自己株式数（株） 139 24,194

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 8,393,006

 

２．１株当たり当期純利益 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年３月 31 日） 

連結損益計算書上の当期純利益 

（百万円） 
701 699

普通株式に係る当期純利益（百万円） 701 699

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） 8,417,097 8,414,911
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５．財務諸表等 

(1) 貸借対照表 

  前事業年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 20 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  1,664  2,358

２ 受取手形  355  233

３ 売掛金  3,318  3,477

４ たな卸資産  1,423  1,697

５ 有償支給未収入金  775  1,100

６ 繰延税金資産  138  58

７ その他  213  590

貸倒引当金  △24  △7

流動資産合計  7,864 51.5  9,508 54.7

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物  2,614 2,593 

減価償却累計額  △1,712 902 △1,758 834

(2) 構築物  215 215 

減価償却累計額  △184 31 △189 26

(3) 機械及び装置  3,002 2,979 

減価償却累計額  △2,505 496 △2,574 404

(4) 車両運搬具  23 24 

減価償却累計額  △16 6 △15 8

(5) 工具器具及び備品  429 446 

減価償却累計額  △343 85 △377 69

(6) 土地  506  506

有形固定資産合計  2,028 13.3  1,849 10.6

２ 無形固定資産  2  2

無形固定資産合計  2 0.0  2 0.0

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  66  53

(2) 関係会社株式  179  171

(3) 関係会社出資金  156  64

(4) 関係会社長期貸付金  5,933  6,155

(5) 繰延税金資産  1  10

(6)その他  5  22

貸倒引当金  △826  △358

投資損失引当金  △140  △90

投資その他の資産合計  5,375 35.2  6,027 34.7

固定資産合計  7,406 48.5  7,879 45.3

資産合計  15,271 100.0  17,387 100.0
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  前事業年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 20 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  206  145

２ 買掛金  3,089  4,059

３ 未払金  121  678

４ 未払費用  161  148

５ 未払法人税等  19  15

６ 賞与引当金  69  77

７ その他  96  357

流動負債合計  3,765 24.7  5,482 31.5

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金  386  366

２ 役員退職慰労引当金  104  110

固定負債合計  490 3.2  476 2.8

負債合計  4,256 27.9  5,959 34.3

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  3,371 22.0  3,371 19.4

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  3,802 3,802 

資本剰余金合計  3,802 24.9  3,802 21.9

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金  122 122 

(2) その他利益剰余金  3,704 4,158 

固定資産圧縮積立金  220 214 

別途積立金  2,200 2,200 

繰越利益剰余金  1,284 1,744 

利益剰余金合計  3,826 25.1  4,280 24.6

４ 自己株式  △0 △0.0  △31 △0.2

株主資本合計  11,000 72.0  11,422 65.7

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14  5

評価・換算差額等合計 14 0.1  5 0.0

純資産合計  11,015 72.1  11,428 65.7

負債純資産合計  15,271 100.0  17,387 100.0
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 (2) 損益計算書 

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

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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  12,078 100.0  13,775 100.0

Ⅱ 売上原価  10,780 89.2  12,263 89.0

売上総利益  1,298 10.8  1,512 11.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,025 8.5  1,154 8.4

営業利益  273 2.3  357 2.6

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  45 62 

２ 受取賃借料  61 61 

３ 為替差益  2 － 

４ その他  4 113 0.9 8 132 0.9

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  4 0 

２ 為替差損  － 170 

３ その他  53 57 0.5 52 224 1.6

経常利益  329 2.7  266 1.9

Ⅵ 特別利益   

１ 受取補助金  20 7 

２ 貸倒引当金戻入益  － 484 

３ 固定資産売却益  － 20 0.2 0 491 3.6

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損  4 27 

２ 関係会社株式評価損  2 － 

３ 関係会社出資金評価損  145 32 

４ 投資損失引当金繰入額  60 10 

５ 減損損失  － 211 1.7 24 93 0.7

税引前当期純利益  139 1.2  663 4.8

法人税、住民税及び事業税  9 0.1  5 0.0

法人税等調整額  △159 △1.3  78 0.6

当期純利益  288 2.4  580 4.2
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（3）製造原価明細書 

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

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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 材料費  442 19.6 476 19.5

Ⅱ 労務費  760 33.7 822 33.7

Ⅲ 経費 ※１ 1,052 46.7 1,143 46.8

当期総製造費用  2,254 100.0 2,442 100.0

期首仕掛品たな卸高  767 632 

期首半製品たな卸高  158 102 

半製品仕入高  162 157 

計  3,342 3,335 

差引：半製品有償支給高  250 310 

差引：他勘定振替高 ※２ 182 260 

差引：期末仕掛品たな卸高  632 580 

差引：期末半製品たな卸高  102 72 

当期製品製造原価  2,175 2,111 
   

 
（原価計算の方法） 

当社の原価計算は、実際原価計算に基づく組別総合原価計算を採用しております。但し、電子機器等につ

いては個別原価計算を採用しております。 

 

（注）※１ 主な内訳は、次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 年３月 31 日） 

項目 金額（百万円） 金額（百万円） 

外注加工費 730 799

減価償却費 141 162

 

※２ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 年３月 31 日） 

項目 金額（百万円） 金額（百万円） 

一般管理費（研究開発費） 181 260

固定資産 0 －
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(4) 株主資本等変動計算書 

前事業年度（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 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 △0 183

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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当事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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 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 19 年３月 31 日残高 

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

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △126  △126

当期純利益  580  580

自己株式の取得  △31 △31

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） 
－ － － 453 △31 422

平成 20 年３月 31 日残高 

（百万円） 
3,371 3,802 122 4,158 △31 11,422

 

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 19 年３月 31 日残高 

（百万円） 
14 11,015

事業年度中の変動額  

剰余金の配当  △126

当期純利益  580

自己株式の取得  △31

株主資本以外の項目の事 

業年度中の変動額（純額） 
△8 △8

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△8 413

平成 20 年３月 31 日残高 

（百万円） 
5 11,428

 

（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 19 年３月 31 日残高 

（百万円） 
220 2,200 1,284 3,704

事業年度中の変動額  

剰余金の配当  △126 △126

当期純利益  580 580

固定資産圧縮積立金 

の取崩 
△5 5 －

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△5 － 459 453

平成 20 年３月 31 日残高 

（百万円） 
214 2,200 1,744 4,158
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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 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 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 3百万円

 未払事業税等 4 〃 

 賞与引当金 28 〃 

 退職給付引当金 157 〃 

 関係会社株式評価損 163 〃 

 関係会社出資金評価損 59 〃 

 貸倒引当金繰入 

限度超過額 
345 〃 

 たな卸資産評価損 86 〃 

 役員退職慰労引当金 42 〃 

 投資損失引当金 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 

 固定資産圧縮積立金 △151百万円

 その他有価証券評価差額金 △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 － 〃  

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 3百万円

 未払事業税等 5 〃 

 賞与引当金 31 〃 

 退職給付引当金 148 〃 

 関係会社株式評価損 162 〃 

 関係会社出資金評価損 96 〃 

 貸倒引当金繰入 

限度超過額 
148 〃 

 たな卸資産評価損 36 〃 

 役員退職慰労引当金 44 〃 

 投資損失引当金 36 〃 

 税務上の繰越欠損金 20 〃 

 その他 17 〃 

 小計 753 〃 

 評価性引当額 △535 〃 

繰延税金資産合計 218百万円

 

繰延税金負債 

 固定資産圧縮積立金 △147百万円

 その他有価証券評価差額金 △3 〃 

繰延税金負債合計 △150百万円

 繰延税金資産・負債純額 68百万円

 

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 58百万円

 固定資産－繰延税金資産 10 〃 

 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 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％ 

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 1.1〃

評価性引当額 △29.3〃

繰越欠損金の充当 －〃

その他 △0.3〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 12.6％ 
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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 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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 10,878 12,423 

電 子 機 器 事 業 1,341 1,259 

合 計 12,219 13,682 

（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 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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 10,741 13,361 

電 子 機 器 事 業 1,288 1,437 

合 計 12,029 14,799 

（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 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 20 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 10,688 12,368 

電 子 機 器 事 業 1,323 1,220 

合 計 12,011 13,588 

（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。 

 

（役員の異動） 

 

(1) 代表者の異動 

  該当事項はありません。 

 

(2) その他の役員の異動（平成 20 年６月 26 日付予定） 

  退任予定取締役 

   取締役   田村 勲 

 

 

 

 

 


