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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 10,944 △19.5 △1,272 ― △1,319 ― △2,397 ―

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

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △285.66 ― △0.2 △0.1 △11.6

20年3月期 83.13 ― 6.3 5.5 7.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 13,381 8,926 66.7 1,063.59
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  8,926百万円 20年3月期  11,446百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 265 △2,024 1,174 2,042
20年3月期 1,963 △1,131 △157 2,372

2.  配当の状況 

（注）22年3月期の配当金額は、未定であります。詳細は5ページ「利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 15.00 15.00 125 18.0 1.1
21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 41 ― 0.4

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

4,240 △33.7 △360 ― △350 ― △450 ― △53.62

通期 9,850 △27.5 △300 ― △300 ― △400 ― △47.66
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を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） 

（注）詳細は、17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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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きましては、27ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  24,304株 20年3月期  24,194株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 10,858 △21.2 △610 ― △615 ― △2,031 ―

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

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △242.06 ―

20年3月期 68.93 ―

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 13,221 9,254 70.0 1,102.61
20年3月期 17,387 11,428 65.7 1,361.66

（参考） 自己資本 21年3月期  9,254百万円 20年3月期  11,428百万円

※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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想については、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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当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を契機とした、世界的金融

危機の影響が、実体経済に大きな影響を及ぼし、急激な円高と株安、在庫調整が進行するなか、輸出

企業を中心に収益が大幅に悪化し、景気は一段と深刻化する状況となりました。 

当水晶業界におきましても、世界景気減速の影響を受け、需要の大幅な落ち込みに加え単価下落も重

なり、年度後半以降は過去に例のない厳しい状況が続きました。 

 このような状況の中、当社グループといたしましては、小型水晶振動子、ＧＰＳ用発振器、業務用

無線水晶製品等の拡販に注力しましたが、昨年下期に入り、携帯電話市場、自動車業界等の大幅な生

産・在庫調整の影響を受け、受注量が大きく減少いたしました。一方こうした急激な受注減に対応す

るため、生産拠点の集約化、人員削減、諸経費削減等の徹底したコスト削減、在庫削減、新規商品の

開発にも力をいれてまいりました。 

 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、

引き続きサンプル出荷を行っています。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高10,944百万円（前年同期比19.5％減）、となりまし

た。損益面につきましては、全社をあげての原価低減活動等により収益体質の改善を図ってまいりま

したが、生産の急激な落ち込みが予想以上に大きかったこと、並びに棚卸資産の評価に関する会計基

準の適用等もあり、営業損失1,272百万円（前年同期は営業利益1,063百万円）、経常損失 1,319百

万円（前年同期は経常利益896百万円）となりました。また、特別損失として固定資産の減損損失、

生産体制の見直しに係わる事業構造改善費用を計上したことに加え、繰延税金資産の取崩しもあり、

当期純損失は、2,397百万円（前年同期は当期純利益699百万円）となりました。 

 事業の業種別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

①水晶製品事業 

 全体的に需要が減少し、水晶振動子、発振器ともに販売が減少しました。 

 この結果、売上高9,626百万円（前年同期比22.2％減）、営業損失1,507百万円（前年同期は917

百万円）となりました。 

②電子機器事業 

 宇宙開発向けカスタムオーダー機器等の売上が堅調に推移し、売上高1,411百万円（前年同

期比1.0％減）、営業利益221百万円（前年同期比61.1％増）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

・当期の経営成績
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今後の見通しにつきましては、今年度の世界主要国のＧＤＰ成長率の見通しについて前年比プラス

成長の予想が出ていること、一部のメーカにおいては在庫調整が収束しつつある等、景気後退に下

げ止まり感が出てきつつありますが、米国発の世界的金融危機に端を発した不況の影響は大きく、

実体経済の回復には相当の時間がかかると同時に、今後も厳しい価格競争が続くものと予想されま

す。 

 このような中、当社グループといたしましては、従来から継続しております「カイゼン活動」

等、基本的な事項を着実に実行していくことをはじめ、開発・製造・購買・営業・管理の各部門が

一体となって、徹底した原価低減を行っていくとともに、新規取引先の開拓、主要取引先との連携

を密に、ＣＳ向上、新製品、高付加価値品の供給に全社をあげて全力で取り組んで参ります。 次

期の連結業績見通しにつきましては、売上高9,850百万円、営業損失300百万円、経常損失300百万

円、当期純損失400百万円を予想しております。 

  

総資産は、売掛金の減少、減損損失及び減価償却費の計上による有形固定資産の減少等により前連

結会計年度末に比べ4,036百万円減少し13,381百万円となりました。また、負債は、買掛金及び未払

金の減少等により前連結会計年度末に比べ1,516百万円減少し4,455百万円となりました。純資産につ

いては、当期純損失計上に伴う利益剰余金の減少等により前連結会計年度末に比べ2,520百万円減少

し8,926百万円となりました。これにより自己資本比率は66.7％となりました。 

・次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況
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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

329百万円減少し、当連結会計年度末には2,042百万円となりました。 

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。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果、得られた資金は265百万円（前年同期比86.5％減）となりました。主な要因は、減

価償却費（1,511百万円）、売上債権の減少（1,482百万円）及び減損損失の計上（811百万円）であり

ますが、税金等調整前当期純損失（2,230百万円）仕入債務の減少（2,225百万円）等により一部相殺さ

れております。 

（ロ） 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果、使用した資金は2,024百万円（前年同期比79.0％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（2,006百万円）であります。 

（ハ） 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果、得られた資金は1,174百万円（前年同期比1,331百万円増）となりました。 

主な要因は、短期借入金の増加（1,300百万円）によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  

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

状況に応じた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５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、経営環境の先行きが不透明であるため、現段階では未定とさせていただきます。

今後の業績や財政状況等を勘案した上で決定次第、速やかに開示する予定であります。 

  

  

  

  

  

②キャッシュ・フローの状況

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 平成21年３月期

自己資本比率 65.6 67.4 70.7 65.7 66.7

時価ベースの自己資本比率 83.8 106.8 84.5 57.3 26.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

1.0 2.2 － － 0.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

135.7 225.5 413.9 3,727.3 39.5

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 近の有価証券報告書(平成20年６月26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します。 

 なお、山東東京電波電子有限公司は平成21年４月に清算結了いたしました。 

  

平成20年３月期決算短信(平成20年５月23日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないた

め、開示を省略します。 

当該決算短信は次のURLからご覧いただくことが出来ます。 

(当社ホームページ) 

http://www.tew.co.jp 

(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

  

2. 企業集団の状況

3. 経営方針
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4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,372,605 2,042,617 

受取手形及び売掛金 3,640,926 2,363,937 

たな卸資産 2,798,294 － 

商品及び製品 － 451,623 

仕掛品 － 657,960 

原材料及び貯蔵品 － 1,116,487 

繰延税金資産 101,674 47,554 

その他 824,844 456,365 

貸倒引当金 △7,760 △4,170 

流動資産合計 9,730,586 7,132,377 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 2,334,696 2,441,561 

機械装置及び運搬具（純額） 3,700,242 2,589,247 

土地 1,015,962 1,015,962 

建設仮勘定 309,757 43,148 

その他（純額） 126,459 88,163 

有形固定資産合計 7,487,117 6,178,082 

無形固定資産 

その他 11,732 27,735 

無形固定資産合計 11,732 27,735 

投資その他の資産 

投資有価証券 64,847 25,809 

繰延税金資産 67,129 11,567 

その他 83,938 6,568 

貸倒引当金 △16,893 △462 

投資損失引当金 △10,000 － 

投資その他の資産合計 189,022 43,483 

固定資産合計 7,687,873 6,249,301 

資産合計 17,418,459 13,381,678 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,566,190 1,763,997 

短期借入金 － 1,300,000 

未払法人税等 19,765 14,865 

賞与引当金 213,099 92,549 

その他 1,365,305 369,530 

流動負債合計 5,164,361 3,540,942 

固定負債 

退職給付引当金 697,017 716,701 

役員退職慰労引当金 110,470 116,100 

繰延税金負債 － 81,332 

固定負債合計 807,487 914,134 

負債合計 5,971,849 4,455,076 

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 4,293,481 1,801,646 

自己株式 △31,902 △31,990 

株主資本合計 11,435,338 8,943,415 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 5,963 △10,763 

為替換算調整勘定 5,138 △6,049 

評価・換算差額等合計 11,102 △16,813 

少数株主持分 169 － 

純資産合計 11,446,610 8,926,602 

負債純資産合計 17,418,459 13,381,678 
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(2) 連結損益計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 13,588,979 10,944,287 

売上原価 11,162,284 10,954,192 

売上総利益又は売上総損失（△） 2,426,694 △9,905 

販売費及び一般管理費 1,363,244 1,262,243 

営業利益又は営業損失（△） 1,063,450 △1,272,149 

営業外収益 

受取利息 2,198 5,552 

助成金収入 5,002 63,186 

受取手数料 4,313 490 

その他 8,765 12,284 

営業外収益合計 20,280 81,514 

営業外費用 

支払利息 526 5,916 

債権売却損 7,549 － 

為替差損 170,370 107,739 

支払手数料 3,650 4,047 

その他 5,235 11,116 

営業外費用合計 187,333 128,820 

経常利益又は経常損失（△） 896,397 △1,319,454 

特別利益 

固定資産売却益 420 274 

補助金収入 37,854 29,435 

貸倒引当金戻入額 － 3,590 

特別利益合計 38,274 33,299 

特別損失 

固定資産売却損 801 － 

固定資産除却損 46,162 32,873 

投資有価証券評価損 － 10,573 

関係会社出資金評価損 6,000 51,417 

投資損失引当金繰入額 10,000 － 

減損損失 24,482 811,497 

事業構造改善費用 － 38,006 

特別損失合計 87,445 944,368 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

847,226 △2,230,524 

法人税、住民税及び事業税 71,152 16,795 

法人税等還付税額 － △44,044 

法人税等調整額 76,689 194,521 

法人税等合計 147,841 167,271 

少数株主損失（△） △163 △259 

当期純利益又は当期純損失（△） 699,548 △2,397,536 
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 3,371,600 3,371,600 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,371,600 3,371,600 

資本剰余金 

前期末残高 3,802,160 3,802,160 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,802,160 3,802,160 

利益剰余金 

前期末残高 3,720,188 4,293,481 

当期変動額 

剰余金の配当 △126,255 △125,895 

当期純利益 699,548 △2,397,536 

連結範囲の変動 － 31,596 

当期変動額合計 573,292 △2,491,835 

当期末残高 4,293,481 1,801,646 

自己株式 

前期末残高 △260 △31,902 

当期変動額 

自己株式の取得 △31,641 △88 

当期変動額合計 △31,641 △88 

当期末残高 △31,902 △31,990 

株主資本合計 

前期末残高 10,893,687 11,435,338 

当期変動額 

剰余金の配当 △126,255 △125,895 

当期純利益 699,548 △2,397,536 

連結範囲の変動 － 31,596 

自己株式の取得 △31,641 △88 

当期変動額合計 541,650 △2,491,923 

当期末残高 11,435,338 8,943,415 

－10－

東京電波株式会社　（6900）　平成21年３月期　決算短信



(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 14,866 5,963 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△8,903 △16,726 

当期変動額合計 △8,903 △16,726 

当期末残高 5,963 △10,763 

為替換算調整勘定 

前期末残高 4,849 5,138 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

289 △11,188 

当期変動額合計 289 △11,188 

当期末残高 5,138 △6,049 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 19,715 11,102 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△8,613 △27,915 

当期変動額合計 △8,613 △27,915 

当期末残高 11,102 △16,813 

少数株主持分 

前期末残高 553 169 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △383 △169 

当期変動額合計 △383 △169 

当期末残高 169 － 

純資産 

前期末残高 10,913,956 11,446,610 

当期変動額 

剰余金の配当 △126,255 △125,895 

当期純利益 699,548 △2,397,536 

連結範囲の変動 － 31,596 

自己株式の取得 △31,641 △88 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,997 △28,085 

当期変動額合計 532,653 △2,520,008 

当期末残高 11,446,610 8,926,602 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

847,226 △2,230,524 

減価償却費 1,003,591 1,511,292 

減損損失 24,482 811,497 

のれん償却額 86 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △382 △20,021 

投資損失引当金の増減額（△は減少） △50,000 △10,000 

受取利息及び受取配当金 △3,235 △6,559 

支払利息 526 5,916 

為替差損益（△は益） 30,664 1 

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,573 

出資金評価損 6,000 51,417 

有形固定資産売却損益（△は益） 380 △274 

有形固定資産除却損 46,162 32,873 

売上債権の増減額（△は増加） 34,395 1,482,695 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,132 19,683 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,320 5,630 

仕入債務の増減額（△は減少） 780,721 △2,225,951 

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,297 △120,549 

たな卸資産の増減額（△は増加） △207,042 574,871 

その他の資産の増減額（△は増加） △284,077 478,454 

その他の負債の増減額（△は減少） △82,469 △75,075 

小計 2,151,515 295,953 

利息及び配当金の受取額 3,235 6,559 

利息の支払額 △526 △6,707 

法人税等の支払額 △190,386 △30,609 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,963,838 265,195 

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 △1,132,980 △2,006,098 

有形固定資産の売却による収入 5,000 2,000 

無形固定資産の取得による支出 － △17,639 

投資有価証券の取得による支出 △3,104 △2,803 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,131,084 △2,024,541 

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） － 1,300,000 

自己株式の取得による支出 △31,641 △88 

配当金の支払額 △126,255 △125,895 

財務活動によるキャッシュ・フロー △157,897 1,174,016 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30,735 △10,517 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 644,120 △595,846 

現金及び現金同等物の期首残高 1,728,485 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期末残高 2,372,605 2,042,617 
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該当事項はありません。 

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

 (イ)連結子会社の数  ３社

   主要な連結子会社の名称

北見東京電波株式会社

盛岡東京電波株式会社

山東東京電波電子有限公司 

  

 

  

 

 (ロ)非連結子会社の名称

TEW AMERICA, INC.

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、

当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため連結の範囲から除いており

ます。

１ 連結の範囲に関する事項

 (イ)連結子会社の数  ４社

   主要な連結子会社の名称

北見東京電波株式会社

盛岡東京電波株式会社

山東東京電波電子有限公司

       TEW AMERICA, INC.
前連結会計年度において非連結子会社であった

TEW AMERICA, INC.は、重要性が増したことにより
当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

 (ロ)非連結子会社の名称

該当事項はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

 (イ)持分法を適用しない非連結子会社の名称

TEW AMERICA, INC.

 (ロ)持分法非適用の関連会社の名称

北京東京電波電子有限公司

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社はそれぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、持分法の

適用範囲から除いております。

２ 持分法の適用に関する事項

 (イ)持分法を適用しない非連結子会社の名称

該当事項はありません。

 (ロ)持分法非適用の関連会社の名称

北京東京電波電子有限公司

持分法を適用していない関連会社はそれぞれ当期

純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見

合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法の適用範囲から除

いております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち決算日が連結決算日と異なる会

社は山東東京電波電子有限公司であり、決算日は12

月31日であります。連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち決算日が連結決算日と異なる会

社は山東東京電波電子有限公司及びTEW AMERICA, 

INC.であり、決算日は12月31日であります。連結財

務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 (イ)有価証券

  １) その他有価証券

   ① 時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算

定)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 (イ)有価証券

  １) その他有価証券

   ① 時価のあるもの…同左

   ② 時価のないもの…移動平均法による原価法    ② 時価のないもの…同左

 (ロ) たな卸資産

  １) 製品・半製品・仕掛品…総平均法による原価

法。但し、電子機器に係る製品等については個

別法による原価法

 (ロ) たな卸資産

  １) 製品・半製品・仕掛品…総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切

下げの方法により算定）。但し、電子機器に係

る製品等については個別法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定）

  ２) 原材料…移動平均法による原価法 

  

 

  ３) 貯蔵品… 終仕入原価法

  ２) 原材料…移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下による簿価切下げの方法に

より算定）

  ３) 貯蔵品… 終仕入原価法

－14－

東京電波株式会社　（6900）　平成21年３月期　決算短信



前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  １) 有形固定資産…定率法。ただし平成10年４月１

日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)につ

いては、定額法を採用しております。 

 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物   ７～38年

機械装置及び運搬具 ２～10年

（会計方針の変更）

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。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  １) 有形固定資産（リース資産を除く）…定率法。

ただし平成10年４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)については、定額法を採用し

ております。

    なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物   ７～38年

機械装置及び運搬具 ２～８年

（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を契機として、耐用年

数の見直しを行い、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比べ、売

上総利益は185百万円減少し、営業損失、経常損

失、及び税金等調整前当期純損失が185百万円そ

れぞれ増加しております。なお、セグメント情

報に与える影響については、当該箇所に記載し

ております。 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  ２) 無形固定資産…定額法。

    なお、ソフトウェア(自社利用)については、社

内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。

――――――――――

  ２) 無形固定資産（リース資産を除く）…同左 

  

 

 

 ３）リース資産
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと
して算定する方法によっております。 
 なお、平成20年３月31日以前に契約をした、所
有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっております。 
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準

  １) 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性について

勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  １) 貸倒引当金

    同左

  ２) 賞与引当金

    従業員に対して支給する賞与の支払に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

  ２) 賞与引当金

    同左

  ３) 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

    なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)による按分額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処理しております。

  ３) 退職給付引当金

    同左

  ４) 役員退職慰労引当金

    親会社は、役員に対する退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

  ４) 役員退職慰労引当金

    同左

  ５) 投資損失引当金

    関係会社への投資に係る損失に備えるため、当

該会社の財政状態の実情を勘案し、必要額を計上

しております。

  ５) 投資損失引当金

    同左

 (4) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

 (4)     ――――――――――

   

 (5) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

   消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。

 (5) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

   消費税等の会計処理

    同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  全面時価評価法を採用しております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

  のれんの償却は、５年間で均等償却しております

が、僅少の場合は発生時に一括償却しております。

６      ――――――――――

 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、随時引出可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなって

おります。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  同左
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(会計処理の変更) 

 
  

(表示方法の変更) 

 
  

  

  

(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

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――――――――――

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 ――――――――――

 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 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

する当面の取扱いの適用） 

 当連結会計年度より、「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」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結上必要

な修正を行っております。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――――― 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

―――――――――― 
 

（連結貸借対照表） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる。

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、

それぞれ903百万円、976百万円、918百万円でありま

す。 

  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、独立掲記しておりました

「債権売却損」（当連結会計年度８百万円）は、金額が

僅少となったため、当連結会計年度においては営業外費

用の「その他」に含め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20年３月31日)

当連結会計年度 

(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

15,361百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

16,354百万円

 

※２ 担保資産

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  〃

合計 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  〃

合計 797百万円

上記に対応する債務はありません。

 

※２ 担保資産

工場財団

 建物及び構築物 54百万円

 機械装置及び運搬具 7  〃

 土地 43  〃

 その他 25  〃

合計 130百万円

工場財団以外の不動産

 建物及び構築物 460百万円

 土地 341  〃

合計 801百万円

上記に対応する債務

 短期借入金 750百万円

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資その他の資産

 投資有価証券(株式) 11百万円

 その他(出資金) 61  〃
 

※３      ――――――――――
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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

は次の通りであります。

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  〃

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りであります。

支払手数料 178百万円

従業員給料・手当 239  〃

賞与引当金繰入額 11  〃

退職給付費用 7   〃

役員退職慰労引当金繰入額 7  〃

研究開発費 317  〃

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の内訳

一般管理費 366百万円

当期製造費用 ― 〃 

    計 366百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の内訳

一般管理費 317百万円

当期製造費用 ― 〃 

    計 317百万円

※３ 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。

※３ 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(29百万円)であります。

※４ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 0百万円

※４ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 0百万円

※５ 固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 0百万円

※５      ――――――――――

※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 46百万円
 

※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 29  〃

その他 1  〃

    計 32百万円

 

※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、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。

 

※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 13

その他 1

北海道 

北見市
遊休設備 機械装置 0

北海道 

美幌市
遊休設備

機械装置 174

その他 0

岩手県 

盛岡市
遊休設備

機械装置 514

その他 3

岩手県 

久慈市
遊休設備

機械装置 103

その他 0

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（811百万円）とし

て特別損失に計上しております。

なお、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。
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前連結会計年度(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 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 
  
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) 配当金支払額 

 
  
(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 

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

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

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

単元未満株式の買取りによる増加 55株

市場買付による増加 24,000株

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20年６月26日 
定時株主総会

普通株式 125 15.0 平成20年３月31日 平成20年６月27日

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21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 41 5.0 平成21年３月31日 平成21年６月29日

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

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) 24,194 110 ― 24,304

単元未満株式の買取りによる増加 110株
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 前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
(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  

(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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4百万円であります。その主なものは、当社の

所有する遊休土地であります。 

４ 会計処理の方法の変更 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 （2）重要な減価

償却資産の減価償却の方法 １）有形固定資産（会計方針の変更）」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、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」が54百万円、「電子機器事業」

が2百万円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

(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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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

現金及び預金勘定 2,372百万円

現金及び現金同等物 2,372百万円
 

※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

現金及び預金勘定 2,042百万円

現金及び現金同等物 2,042百万円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)

Ⅰ 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

  営業利益又は 
  営業損失(△)

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

－21－

東京電波株式会社　（6900）　平成21年３月期　決算短信



 当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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、当連結会計年度の営業損失が「水晶製品事業」において276

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、当連結会計年度の営業損失が「水晶製品事業」において

185百万円増加し、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。 

  

  

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

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,626 1,317 10,944 ― 10,944

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 93 93 (93) ―

計 9,626 1,411 11,038 (93) 10,944

  営業費用 11,134 1,189 12,323 (107) 12,216

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△ 1,507 221 △ 1,285 13 △ 1,272

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 12,241 1,174 13,415 (33) 13,381

  減価償却費 1,522 11 1,533 (22) 1,511

  資本的支出 1,377 ― 1,377 (8) 1,368
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 全セグメントの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「日本」の割合がい

ずれも90％を越えるため、記載を省略しております。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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、当連結会計年度の営業損失は「日本」において281百万円、

「アジア地域」において0百万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、当連結会計年度の営業損失は「日本」において185百万円

増加しております。  

  

２ 所在地別セグメント情報

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)

Ⅰ 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

9,095 1,823 25 10,944 ― 10,944

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,679 33 44 1,757 (1,757) ―

計 10,774 1,856 70 12,701 (1,757) 10,944

  営業費用 12,039 1,838 96 13,973 (1,757) 12,216

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△1,264 18 △26 △1,272 ― △1,272

Ⅱ 資産 12,733 664 17 13,415 (33) 13,381
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 地域は、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。 

３ 海外売上高

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 1,370 4,783 497 7,721

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 13,588

Ⅲ 海外売上高の連結売上 
   高に占める割合(％)

7.9 10.1 35.2 3.6 56.8

欧州 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,548 1,316 2,445 349 5,660

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 10,944

Ⅲ 海外売上高の連結売上 
  高に占める割合(％)

14.2 12.0 22.3 3.2 51.7
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引

 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額 

相当額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

期末残高 

相当額 

(百万円)

その他(工具器

具及び備品)
21 4 16

合計 21 4 16

 
 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額 

相当額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

期末残高 

相当額 

(百万円)

その他(工具器

具及び備品)
21 9 12

合計 21 9 12

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4 百万円

１年超 12  〃

合計 16 百万円

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4 百万円

１年超 7   〃

合計 12 百万円

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 4 百万円

減価償却費相当額 4  〃

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 4 百万円

減価償却費相当額 4  〃

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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 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 109  〃

  小計 885百万円

 評価性引当額 △539  〃

  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

 
 

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 7百万円

 賞与引当金 38  〃

 退職給付引当金 285  〃

 たな卸資産評価損 300  〃

 役員退職慰労引当金 47  〃

 固定資産除却損 25  〃

 減損損失 358  〃

 未実現利益 11  〃

 税務上の繰越欠損金 565  〃

 その他 69  〃

  小計 1,710百万円

 評価性引当額 △1,562  〃

  繰延税金資産合計 147百万円

繰延税金負債

 特別償却準備金 △13百万円

 圧縮積立金 △156  〃

 その他有価証券評価差額金 ―   〃

  繰延税金負債合計 △169百万円

  繰延税金資産・負債の純額 △22百万円

 

 

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 ―   〃

 
 

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 47百万円

固定資産－繰延税金資産 11  〃

流動負債－繰延税金負債 ―   〃

固定負債－繰延税金負債 81  〃

 

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％
 

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 

  

 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上

しているため法定実効税率と税効果会計適用後の負担

率との差異の原因の記載を省略しております。
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益 

  

 
  

該当事項ありません。 

  

関連当事者との取引、有価証券関係、退職給付関係に関する注記事項については、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、開示を省略しております。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,363.81円
 
１株当たり純資産額 1,063.59円

１株当たり当期純利益 83.13円
 
１株当たり当期純損失 285.66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。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 11,446 8,926

普通株式に係る純資産額(百万円) 11,446 8,926

差額の内訳(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 8,417,200

普通株式の自己株式数(株) 24,194 24,304

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)
8,393,006 8,392,896

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 699 △2,397

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 699 △2,397

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) 8,414,911 8,392,950

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,358,417 1,751,802 

受取手形 233,401 198,177 

売掛金 3,477,647 2,159,379 

製品 891,613 － 

半製品 72,874 － 

商品及び製品 － 457,461 

仕掛品 580,176 357,586 

原材料 146,132 － 

貯蔵品 6,847 － 

原材料及び貯蔵品 － 246,183 

前渡金 10,185 4,743 

前払費用 20,408 12,080 

繰延税金資産 58,029 34,339 

未収入金 1,100,549 303,620 

未収消費税等 253,300 176,731 

関係会社短期貸付金 14,628 18,918 

立替金 264,421 16,932 

その他 27,208 422 

貸倒引当金 △7,760 △4,170 

流動資産合計 9,508,080 5,734,208 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 834,186 804,121 

構築物（純額） 26,004 24,801 

機械及び装置（純額） 404,579 241,235 

車両運搬具（純額） 8,955 5,651 

工具、器具及び備品（純額） 69,052 44,894 

土地 506,498 506,498 

有形固定資産合計 1,849,278 1,627,202 

無形固定資産 

ソフトウエア 644 16,876 

電話加入権 1,578 1,578 

無形固定資産合計 2,222 18,454 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 53,813 25,809 

関係会社株式 171,034 11,034 

出資金 340 340 

関係会社出資金 64,734 － 

関係会社長期貸付金 6,155,000 7,223,000 

破産更生債権等 16,893 462 

繰延税金資産 10,169 － 

その他 4,817 5,149 

貸倒引当金 △358,893 △1,424,462 

投資損失引当金 △90,000 － 

投資その他の資産合計 6,027,908 5,841,333 

固定資産合計 7,879,409 7,486,991 

資産合計 17,387,489 13,221,200 

負債の部 

流動負債 

支払手形 145,289 172,307 

買掛金 4,059,861 1,607,833 

短期借入金 － 1,300,000 

未払金 678,098 45,914 

未払費用 148,193 188,922 

未払法人税等 15,980 13,087 

前受金 10,429 － 

預り金 30,029 23,183 

賞与引当金 77,834 33,348 

設備関係支払手形 104,223 3,719 

営業外支払手形 208,933 16,564 

その他 3,658 2,672 

流動負債合計 5,482,530 3,407,555 

固定負債 

退職給付引当金 366,079 362,118 

役員退職慰労引当金 110,470 116,100 

繰延税金負債 0 81,332 

固定負債合計 476,549 559,551 

負債合計 5,959,080 3,967,107 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21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 

資本準備金 3,802,160 3,802,160 

資本剰余金合計 3,802,160 3,802,160 

利益剰余金 

利益準備金 122,000 122,000 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 214,213 208,594 

別途積立金 2,200,000 2,200,000 

繰越利益剰余金 1,744,375 △407,507 

利益剰余金合計 4,280,589 2,123,086 

自己株式 △31,902 △31,990 

株主資本合計 11,422,446 9,264,856 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 5,963 △10,763 

評価・換算差額等合計 5,963 △10,763 

純資産合計 11,428,409 9,254,092 

負債純資産合計 17,387,489 13,221,200 
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(2) 損益計算書 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 13,775,404 10,858,314 

売上原価 

製品期首たな卸高 532,159 891,613 

当期製品製造原価 2,111,494 2,097,444 

当期製品仕入高 10,511,226 7,888,188 

合計 13,154,881 10,877,245 

製品期末たな卸高 891,613 413,569 

売上原価合計 12,263,268 10,463,676 

売上総利益 1,512,136 394,638 

販売費及び一般管理費 1,154,229 1,005,288 

営業利益 357,906 △610,650 

営業外収益 

受取利息 62,117 82,828 

受取賃貸料 61,200 61,200 

その他 8,922 15,192 

営業外収益合計 132,240 159,221 

営業外費用 

支払利息 526 5,916 

為替差損 170,796 107,467 

減価償却費 33,275 29,767 

租税公課 7,209 7,265 

その他 12,238 13,682 

営業外費用合計 224,046 164,099 

経常利益又は経常損失（△） 266,100 △615,528 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 484,000 3,590 

補助金収入 7,268 － 

固定資産売却益 420 4 

特別利益合計 491,688 3,594 

特別損失 

固定資産除却損 27,446 2,077 

減損損失 24,482 14,564 

貸倒損失 － 47,640 

貸倒引当金繰入額 － 1,082,000 

投資有価証券評価損 － 10,573 

関係会社株式評価損 － 80,000 

関係会社出資金評価損 32,000 54,734 

投資損失引当金繰入額 10,000 － 

その他 － 1,196 

特別損失合計 93,928 1,292,788 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 663,860 △1,904,722 

法人税、住民税及び事業税 5,179 8,186 

法人税等調整額 78,663 118,698 

法人税等合計 83,842 126,884 

当期純利益又は当期純損失（△） 580,017 △2,031,607 
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 3,371,600 3,371,600 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,371,600 3,371,600 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 3,802,160 3,802,160 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,802,160 3,802,160 

資本剰余金合計 

前期末残高 3,802,160 3,802,160 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,802,160 3,802,160 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 122,000 122,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 122,000 122,000 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 220,053 214,213 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △5,840 △5,619 

当期変動額合計 △5,840 △5,619 

当期末残高 214,213 208,594 

別途積立金 

前期末残高 2,200,000 2,200,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,200,000 2,200,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 1,284,773 1,744,375 

当期変動額 

剰余金の配当 △126,255 △125,895 

当期純利益又は当期純損失（△） 580,017 △2,031,607 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

固定資産圧縮積立金の取崩 5,840 5,619 

当期変動額合計 459,601 △2,151,882 

当期末残高 1,744,375 △407,507 

利益剰余金合計 

前期末残高 3,826,827 4,280,589 

当期変動額 

剰余金の配当 △126,255 △125,895 

当期純利益又は当期純損失（△） 580,017 △2,031,607 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

当期変動額合計 453,762 △2,157,502 

当期末残高 4,280,589 2,123,086 

自己株式 

前期末残高 △260 △31,902 

当期変動額 

自己株式の取得 △31,641 △88 

当期変動額合計 △31,641 △88 

当期末残高 △31,902 △31,990 

株主資本合計 

前期末残高 11,000,326 11,422,446 

当期変動額 

剰余金の配当 △126,255 △125,895 

当期純利益又は当期純損失（△） 580,017 △2,031,607 

自己株式の取得 △31,641 △88 

当期変動額合計 422,119 △2,157,590 

当期末残高 11,422,446 9,264,856 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 14,866 5,963 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,903 △16,726 

当期変動額合計 △8,903 △16,726 

当期末残高 5,963 △10,763 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 14,866 5,963 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,903 △16,726 

当期変動額合計 △8,903 △16,726 

当期末残高 5,963 △10,763 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 11,015,192 11,428,409 

当期変動額 

剰余金の配当 △126,255 △125,895 

当期純利益又は当期純損失（△） 580,017 △2,031,607 

自己株式の取得 △31,641 △88 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,903 △16,726 

当期変動額合計 413,216 △2,174,316 

当期末残高 11,428,409 9,254,092 
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(生産実績) 

 
(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、消費税は含まれておりません。 

  

(受注実績) 

 
(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、消費税は含まれておりません。 

(販売実績) 

 
(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、消費税は含まれておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

6. その他

(1) 役員の異動

(2) 生産、受注及び販売の状況

前連結会計年度
(自 平成19年４月 1日 
 至 平成20年３月31日

当連結会計年度 
(自 平成20年４月 1日 
 至 平成21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 12,423 9,249

電  子  機  器  事  業 1,259 1,272

合                計 13,682 10,522

前連結会計年度
(自 平成19年４月 1日 
 至 平成20年３月31日

当連結会計年度 
(自 平成20年４月 1日 
 至 平成21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 13,361 7,864

電  子  機  器  事  業 1,437 1,318

合                計 14,799 9,183

前連結会計年度
(自 平成19年４月 1日 
 至 平成20年３月31日

当連結会計年度 
(自 平成20年４月 1日 
 至 平成21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 12,368 9,626

電  子  機  器  事  業 1,220 1,317

合                計 13,588 10,944
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