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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 2,047 △29.8 △157 ― △152 ― △137 ―

21年3月期第1四半期 2,914 ― △161 ― △81 ― △82 ―

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

22年3月期第1四半期 △16.43 ―

21年3月期第1四半期 △9.78 ―

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

22年3月期第1四半期 12,786 8,757 68.5 1,043.49
21年3月期 13,381 8,926 66.7 1,063.59

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,757百万円 21年3月期  8,926百万円

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  

平成22年３月期の１株当たり配当金につきましては、現時点において未定であります。 
なお、今後の業績や財政状況等を総合的に勘案した上で、決定次第速やかに開示いたします。 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

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

通期 9,850 △10.0 △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）  有  

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

(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、４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） 

(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 

・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、３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 1社 （社名 山東東京電波電子有限公司 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 8,417,200株 21年3月期  8,417,200株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  24,304株 21年3月期  24,304株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 8,392,896株 21年3月期第1四半期 8,393,006株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年秋以降の世界的金融不安により急激に悪化し

た景気に、在庫調整の一巡、経済対策の効果、対外経済環境の改善等により、持ち直しの兆しが見えて

きたものの、設備投資の抑制や雇用情勢の悪化、個人消費が低迷する等、景気は依然として先行き不透

明な状況が続きました。 

 このような状況の中、水晶業界は２月を底に徐々に需要が増加基調に転じて参りましたが、依然とし

て前年度の水準には及ばす、厳しい状況で推移いたしました。過度の在庫調整・生産調整の反動を受

け、生産部材の調達が困難となり、受注は回復傾向にあるものの、売上に反映できない状況で推移いた

しました。 

 当社グループといたしましては、製品開発のスピ－ドアップと効率化、カイゼン活動の推進、更なる

コスト削減の一環として、技術部門と生産現場の連携の強化、インフラ活用等の見直しを行いました。

また営業部門においては、業務用無線向けモジュ－ル用小型振動子、ＧＰＳ用高精度発振器並びに多機

能電話（スマ－トフォン）用振動子の拡販に注力いたしました。 

 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おります。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高2,047百万円（前年同四半期比29.8％減）と

なりました。損益につきましては営業損失157百万円（前年同四半期は161百万円の損失）、経常損失

152百万円（前年同四半期は81百万円の損失）、四半期純損失137百万円（前年同四半期は82百万円の損

失）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて595百万円減少し、12,786百万

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て426百万円減少し、6,706百万円となりました。  

 主な要因は、たな卸資産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て169百万円減少し、6,080百万円となりました。  

 主な要因は、減価償却に伴う有形固定資産の減少によるものであります。  

（負債）  

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ426百万円減少し、4,028百万

円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて418百万円減少し、3,122百万円となりました。 

主な要因は、支払手形及び買掛金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て8百万円減少し、905百万円となりました。 

主な要因は、退職給付引当金の減少によるものであります。 

（純資産）  

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ168百万円減少し、8,757百

万円となりました。 

主な要因は、配当金の支払い及び四半期純損失の計上によるものであります。 

なお、自己資本比率は1.8ポイント改善し、68.5％となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、徐々に回復の兆しが見えつつも、世界的金融不安よりもたらされた景気
の悪化は大きく、実質経済の回復にはしばらく時間を要するものと予想されます。 
このような状況の中、当社グループをとりまく経営環境は依然として厳しい状況で推移されるものと予

想されますが、今後の業績は計画通り推移するものと見込まれるため、平成21年５月20日に公表いたしま
した、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想から変更はありません。 
  

  

・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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前期末において当社の連結子会社であった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
たしましたため、連結の範囲から除外しております。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第１四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棚卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  
③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。 
④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。  

  

該当事項はありません。 
  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,327,779 2,042,617

受取手形及び売掛金 2,153,213 2,363,937

商品及び製品 341,688 451,623

仕掛品 687,165 657,960

原材料及び貯蔵品 787,798 1,116,487

その他 412,585 503,920

貸倒引当金 △4,170 △4,170

流動資産合計 6,706,062 7,132,377

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,388,976 2,441,561

機械装置及び運搬具（純額） 2,434,237 2,589,247

土地 1,015,962 1,015,962

建設仮勘定 63,222 43,148

その他（純額） 92,646 88,163

有形固定資産合計 5,995,045 6,178,082

無形固定資産 28,492 27,735

投資その他の資産   

その他 57,025 43,945

貸倒引当金 △462 △462

投資その他の資産合計 56,563 43,483

固定資産合計 6,080,102 6,249,301

資産合計 12,786,164 13,381,678

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,334,843 1,763,997

短期借入金 1,300,000 1,300,000

未払法人税等 8,774 14,865

賞与引当金 44,917 92,549

その他 434,036 369,530

流動負債合計 3,122,572 3,540,942

固定負債   

退職給付引当金 706,267 716,701

役員退職慰労引当金 117,520 116,100

その他 81,878 81,332

固定負債合計 905,666 914,134

負債合計 4,028,238 4,455,076
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 3,802,160 3,802,160

利益剰余金 1,624,452 1,801,646

自己株式 △31,990 △31,990

株主資本合計 8,766,221 8,943,415

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 187 △10,763

為替換算調整勘定 △8,483 △6,049

評価・換算差額等合計 △8,295 △16,813

純資産合計 8,757,925 8,926,602

負債純資産合計 12,786,164 13,381,678

－6－

東京電波㈱（6900）　平成22年３月期　第１四半期決算短信



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,914,882 2,047,439

売上原価 2,741,836 1,941,476

売上総利益 173,046 105,962

販売費及び一般管理費 334,242 263,962

営業損失（△） △161,196 △157,999

営業外収益   

受取利息 1,504 167

為替差益 77,457 －

助成金収入 － 23,750

その他 4,963 3,104

営業外収益合計 83,925 27,022

営業外費用   

支払利息 － 3,069

売上割引 1,305 1,309

為替差損 － 15,561

支払手数料 1,055 998

その他 1,395 535

営業外費用合計 3,755 21,474

経常損失（△） △81,026 △152,452

特別利益   

補助金収入 29,435 29,435

特別利益合計 29,435 29,435

特別損失   

固定資産除却損 522 22

特別損失合計 522 22

税金等調整前四半期純損失（△） △52,113 △123,039

法人税、住民税及び事業税 39,074 1,607

法人税等調整額 △9,053 13,234

法人税等合計 30,021 14,841

少数株主損失（△） △71 －

四半期純損失（△） △82,063 △137,881
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△） △52,113 △123,039

減価償却費 348,665 229,954

支払利息 － 3,069

受取利息及び受取配当金 △1,715 △179

為替差損益（△は益） △34,178 5,105

売上債権の増減額（△は増加） 461,301 210,723

たな卸資産の増減額（△は増加） △317,897 409,419

仕入債務の増減額（△は減少） △443,581 △414,513

賞与引当金の増減額（△は減少） △163,237 △47,631

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,698 1,420

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,601 △10,434

固定資産除却損 522 22

その他の資産の増減額（△は増加） 312,492 71,881

その他の負債の増減額（△は減少） 262,925 87,804

小計 384,087 423,602

利息及び配当金の受取額 1,715 179

利息の支払額 － △2,932

法人税等の支払額 △17,364 △8,268

営業活動によるキャッシュ・フロー 368,438 412,580

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 △568,543 △68,599

無形固定資産の取得による支出 － △1,824

投資有価証券の取得による支出 △720 △807

投資活動によるキャッシュ・フロー △569,264 △71,231

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △125,895 △41,964

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,895 △41,964

現金及び現金同等物に係る換算差額 34,037 △967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △292,683 298,417

現金及び現金同等物の期首残高 2,372,605 2,042,617

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 265,857 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △13,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,345,780 2,327,779
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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 当第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、「水晶製品事業」において営業損失が183百万円増加し、

「電子機器事業」において営業利益が3百万円減少しております。 

４ 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、当第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、「水晶製品事業」において営業損失が24百万円増加し、

「電子機器事業」において営業利益が0百万円減少しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

  

(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

2,646 267 2,914 ― 2,914

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 91 91 (91) ―

計 2,646 359 3,006 (91) 2,914

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△ 197 38 △ 159 (2) △ 161

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

1,802 244 2,047 ― 2,047

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 0 0 (0) ―

計 1,802 245 2,048 (0) 2,047

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△ 207 47 △ 160 2 △ 157
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【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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 当第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、営業損失は「日本」において184百万円、「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 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、当第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、営業損失は「日本」において24百万円増加しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

 北米地域・・・米国 

３ 当第１四半期連結会計期間において、山東東京電波電子有限公司が清算結了したことに伴い、アジア地域の

区分は削除しております。 

  

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

2,595 319 ― 2,914 ― 2,914

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

426 5 24 456 (456) ―

計 3,022 324 24 3,371 (456) 2,914

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△ 156 4 △ 8 △ 161 ― △ 161

日本 
(百万円)

北米地域
(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

1,800 246 2,047 ― 2,047

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

317 3 321 (321) ―

計 2,117 250 2,368 (321) 2,047

  営業損失(△) △ 157 △ 0 △ 157 ― △ 157
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【海外売上高】 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

欧州 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 363 231 746 120 1,461

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 2,914

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.5 8.0 25.6 4.1 50.2

欧州 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 216 227 586 54 1,085

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 2,047

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

10.6 11.1 28.7 2.6 53.0

(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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