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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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 ％

21年3月期第2四半期 6,395 ― △180 ― △136 ― △64 ―

20年3月期第2四半期 6,617 16.9 513 122.5 492 109.5 349 55.1

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

21年3月期第2四半期 △7.71 ―

20年3月期第2四半期 41.57 ―

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

21年3月期第2四半期 16,351 11,274 68.9 1,343.27
20年3月期 17,418 11,446 65.7 1,363.81

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,273百万円 20年3月期  11,446百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 15.00

3.  平成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  有  
 

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 12,600 △7.3 80 △92.5 120 △86.6 15 △97.9 1.79

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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(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 
 ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 ・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、２ページ「【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的情報」
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） 21年3月期第2四半期  8,417,200株 20年3月期  8,417,200株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  24,274株 20年3月期  24,194株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  8,392,985株 20年3月期第2四半期  8,417,013株

－1－－1－



当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発した、
欧米を中心とする世界金融不安の高まりを背景に、国内企業収益の先行き不安から雇用情勢が悪化しつつ
あり、個人消費も低迷する等、景気に対する先行きの不透明感が高まり非常に厳しい状況で推移いたしま
した。 
 当水晶業界におきましては、世界景気の減速の影響を受け需要が落ち込み、原油価格高騰による原材料
高等に加え、低価格競争など厳しい状況が続いております。 
 このような環境の中、当社グループは、無線LAN、小型チューナー、ブルートゥース用として小型水晶
製品、並びに宇宙関連受信装置等が順調に伸びてまいりましたが、アジア地域における車載PND用発振器
等の需要の落ち込みがあり、総じて厳しい状況下で推移いたしました。 
 なお、発光ダイオードの基板材料等で検討されている酸化亜鉛単結晶基板につきましては引き続きサン
プル出荷を行っております。 
 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高6,395百万円となりました。 
 損益面につきましては、設備投資増加及び法人税法改正に伴う耐用年数変更による減価償却費負担額の
増加、為替の影響等、原価悪化の要因が重なる中、コスト削減、高付加価値製品の拡販等に努めてまいり
ましたがカバーできず、営業損失180百万円、経常損失136百万円、四半期純損失64百万円となりました。
  

①資産、負債、純資産の状況 
 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6.1％減少し、16,351百万円
となりました。 

（資産）  
  流動資産は前連結会計年度末に比べ13.8％減少し、8,390百万円となりました。  
  主な要因は現金及び預金の減少によるものであります。  
  固定資産は前連結会計年度末に比べ3.6％増加し、7,961百万円となりました。  
  主な要因は設備投資に伴う有形固定資産の増加によるものであります。 
（負債）  

  流動負債は前連結会計年度末に比べ18.0％減少し、4,236百万円となりました。  
  主な要因は買掛金及び支払手形等の仕入債務の減少によるものであります。  
  固定負債は前連結会計年度末に比べ4.2％増加し、841百万円となりました。  
  主な要因は退職給付引当金の増加によるものであります。 
（純資産）  

  純資産は前連結会計年度末に比べ1.5％減少し、11,274百万円となりました。  
  主な要因は配当金の支払、四半期純損失の計上であります。 
 なお、自己資本比率は3.2ポイント改善し、68.9％となりました。 

  

今後の国内経済は、昨今の世界規模の金融市場混乱の影響により、非常に厳しい事業環境が続くものと
想定されます。個人消費も一層の低迷が懸念され、当社を取り巻く環境は引き続き厳しい状況が続くもの
と想定されます。このような状況の下、当社グループにおきましては、受注確保とカイゼン活動による更
なるコスト改善、高付加価値製品の拡販等に努めてまいる所存であります。 
 以上により、平成21年３月期の業績見通しにつきましては、売上高12,600百万円、営業利益80百万円、
経常利益120百万円、当期純利益15百万円を見込んでおります。 
  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない
と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 
②固定資産の減価償却の方法  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する
方法によっております。 
③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。  
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異
等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予
測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。  
  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第
12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更しております。  
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益は191百万円
減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は191百万円それぞれ増加しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修
正を行っております。  
 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の改正を契機として、固定資産
の耐用年数の見直しを行い、第１四半期連結会計期間より、改正後の省令に基づく耐用年数を適用して
おります。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益は77百万円減
少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は77百万円それぞれ増加しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  

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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,236,617 2,372,605 

受取手形及び売掛金 3,577,192 3,640,926 

製品 852,978 830,381 

半製品 61,622 72,874 

原材料 1,157,760 902,773 

仕掛品 838,245 976,855 

その他 672,105 941,928 

貸倒引当金 △6,510 △7,760 

流動資産合計 8,390,013 9,730,586 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 2,518,477 2,334,696 

機械装置及び運搬具（純額） 4,070,998 3,700,242 

土地 1,015,962 1,015,962 

建設仮勘定 42,971 309,757 

その他（純額） 120,702 126,459 

有形固定資産合計 7,769,112 7,487,117 

無形固定資産 11,487 11,732 

投資その他の資産 

その他 209,735 215,915 

貸倒引当金 △16,893 △16,893 

投資損失引当金 △12,000 △10,000 

投資その他の資産合計 180,842 189,022 

固定資産合計 7,961,443 7,687,873 

資産合計 16,351,456 17,418,459 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,110,702 3,566,190 

未払法人税等 22,188 19,765 

賞与引当金 148,818 213,099 

その他 954,300 1,365,305 

流動負債合計 4,236,010 5,164,361 

固定負債 

退職給付引当金 729,592 697,017 

役員退職慰労引当金 111,851 110,470 

固定負債合計 841,444 807,487 

負債合計 5,077,455 5,971,849 
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(単位：千円) 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,371,600 3,371,600 

資本剰余金 3,802,160 3,802,160 

利益剰余金 4,134,434 4,293,481 

自己株式 △31,976 △31,902 

株主資本合計 11,276,217 11,435,338 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △3,375 5,963 

為替換算調整勘定 1,083 5,138 

評価・換算差額等合計 △2,291 11,102 

少数株主持分 74 169 

純資産合計 11,274,001 11,446,610 

負債純資産合計 16,351,456 17,418,459 
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(2)【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 6,395,028 

売上原価 5,909,885 

売上総利益 485,143 

販売費及び一般管理費合計 666,141 

営業損失（△） △180,997 

営業外収益 

受取利息 3,847 

為替差益 40,548 

その他 8,845 

営業外収益合計 53,241 

営業外費用 

売上割引 4,211 

支払手数料 2,037 

その他 2,337 

営業外費用合計 8,585 

経常損失（△） △136,342 

特別利益 

補助金収入 29,435 

貸倒引当金戻入額 1,250 

特別利益合計 30,685 

特別損失 

投資損失引当金繰入額 2,000 

固定資産除却損 13,591 

特別損失合計 15,591 

税金等調整前四半期純損失（△） △121,249 

法人税、住民税及び事業税 9,384 

法人税等調整額 △65,717 

法人税等合計 △56,333 

少数株主損失（△） △168 

四半期純損失（△） △64,747 

東京電波㈱(6900)　平成21年３月期　第２四半期決算短信　

－6－



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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損失（△） △121,249 

減価償却費 734,190 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,250 

投資損失引当金の増減額（△は減少） 2,000 

受取利息及び受取配当金 △4,109 

為替差損益（△は益） △4,273 

売上債権の増減額（△は増加） 269,440 

たな卸資産の増減額（△は増加） △126,378 

仕入債務の増減額（△は減少） △879,246 

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,280 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,381 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,575 

固定資産除却損 13,591 

その他の資産の増減額（△は増加） 334,995 

その他の負債の増減額（△は減少） △31,420 

小計 155,967 

利息及び配当金の受取額 4,109 

法人税等の支払額 △23,823 

営業活動によるキャッシュ・フロー 136,252 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △1,411,697 

投資有価証券の取得による支出 △1,307 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,413,004 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

自己株式の取得による支出 △73 

配当金の支払額 △125,895 

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,968 

現金及び現金同等物に係る換算差額 875 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,401,845 

現金及び現金同等物の期首残高 2,372,605 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 265,857 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,236,617 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分の決定方法 

 事業区分の決定に当たっては、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  

(1) 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 

(2) 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 定性的情報・財務諸表等「４．その他 (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 ②」に記載の通り、第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の営業損失が「水晶製品事業」に

おいて186百万円増加し、営業利益が「電子機器事業」において4百万円減少しております。 

４ 定性的情報・財務諸表等「４．その他 (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（追加情報）」に記載の通り、当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令の改正を契機として、固定資産の耐用年数の見直しを行い、第１四半期連結会計期間より、改正後の省

令に基づく耐用年数を適用しております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失が「水晶製品事業」

において77百万円増加し、営業利益が「電子機器事業」において0百万円減少しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,705 689 6,395 ― 6,395

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 92 92 (92) ―

計 5,705 782 6,487 (92) 6,395

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△285 101 △184 3 △180
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【所在地別セグメント情報】 

 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米地域・・・米国 

 (2) アジア地域・・中国 

３ 定性的情報・財務諸表等「４．その他 (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 ②」に記載の通り、第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。  

 この結果、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の営業損失は「日本」において

188百万円、「アジア地域」において2百万円それぞれ増加しております。 

４ 定性的情報・財務諸表等「４．その他 (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（追加情報）」に記載の通り、当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令の改正を契機として、固定資産の耐用年数の見直しを行い、第１四半期連結会計期間より、改正後の省

令に基づく耐用年数を適用しております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失は「日本」において

77百万円増加しております。  

  

【海外売上高】 

 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(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 各区分に属する主な国又は地域 

 (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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

  

  

  
  

日本 
(百万円)

北米地域
(百万円)

アジア地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,588 801 4 6,395 ― 6,395

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

920 13 44 978 (978) ―

計 6,509 815 48 7,373 (978) 6,395

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△177 15 △18 △180 ― △180

欧州 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 800 628 1,590 289 3,308

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 6,395

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.5 9.8 24.9 4.5 51.7

(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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「参考資料」

 前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

区分 金額（百万円）
構成比

（％）

 Ⅰ 売上高 6,617 100.0

 Ⅱ 売上原価 5,450 82.3

    売上総利益 1,167 17.7

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 653 9.9

    営業利益 513 7.7

 Ⅳ 営業外収益

  １ 受取利息 1

  ２ 受取助成金 0

  ３ 受取手数料 2

  ４ その他 3 7 0.1

 Ⅴ 営業外費用

  １ 支払利息 0

  ２ 債権譲渡損等 3

  ３ 為替差損 21

  ４ 支払手数料 1

  ５ その他 1 28 0.4

    経常利益 492 7.5

 Ⅵ 特別利益

  １ 固定資産売却益 0 0 0.0

 Ⅶ 特別損失

  １ 固定資産除却損 35

  ２ 減損損失 24

  ３ 関係会社出資金評価損 6 66 1.0

    税金等調整前中間（当期）純利益 427 6.5

    法人税、住民税及び事業税 29

    法人税等調整額 48 77 1.2

    少数株主利益（△損失） 0 0.0

    中間（当期）純利益 349 5.3
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 前中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結累計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 427

 ２ 減価償却費 447

 ３ 減損損失 24

 ４ のれん償却額 0

 ５ 貸倒引当金の増減額 0

 ６ 投資損失引当金の増減額 △60

 ７ 受取利息及び受取配当金 △1

 ８ 支払利息 0

 ９ 為替差損益 △3

 10 固定資産売却益 0

 11 固定資産除却損 35

 12 関係会社出資金評価損 6

 13 売上債権の増減額 △184

 14 退職給付引当金の増減額 1

 15 役員退職慰労引当金の増減額 3

 16 仕入債務の増減額 563

 17 賞与引当金の増減額 55

 18 たな卸資産の増減額 49

 19 その他の資産の増減額 △44

 20 その他の負債の増減額 11

小計 1,331

 21 利息及び配当金の受取額 1

 22 利息の支払額 0

 23 法人税等の支払額 △124

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,208

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 △467

 ２ 有形固定資産の売却による収入 1

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △1

  投資活動によるキャッシュ・フロー △467

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 配当金の支払額 △126

 ２ 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 △126

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 4

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 618

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,728

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 2,346
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