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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 18,685 △31.9 △2,666 ― △2,925 ― △9,444 ―
21年3月期第2四半期 27,444 ― △1,200 ― △1,132 ― △782 ―

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2四半期 △241.40 ―
21年3月期第2四半期 △20.01 ―

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2四半期 42,087 11,907 28.3 304.35
21年3月期 52,462 21,316 40.6 544.83

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,907百万円 21年3月期  21,316百万円

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  
当期の配当予想額につきましては、未定であります。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 6.00 ― 2.00 8.00
22年3月期 ― 0.00
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  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

通期 40,000 △12.5 △2,100 ― △2,500 ― △9,400 ― △240.25



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  無  

(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 
1. 本資料に記載されている業績予想の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等は、4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下さい。 
2. 平成22年3月期の配当予想につきましては、事業環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とし、業績等を総合勘案いたしました上で、速
やかに開示するものといたします。 

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2四半期 39,131,000株 21年3月期  39,131,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  5,315株 21年3月期  5,313株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 39,125,686株 21年3月期第2四半期 39,126,657株



 当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）の売上高は、顧客毎の重点的な販売

政策や新製品の拡販等を推進してまいりましたが、市場の変化に加え景気回復が予想通りに進まず、期初の計画を

下回る結果となりました。 

 また、経営全般における効率化・合理化を推進し、人件費をはじめ、経費等費用の抑制等を行ってまいりました

が、減収見合いの損失を吸収するに至らず、期初の計画で見込んでいた損失額を上回る損失となりました。 

 このような状況下、繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、当第２四半期連結累計期間において、国内の連

結会社のうち、一部の連結子会社の地方税部分を除く繰延税金資産を取崩しました。この結果、当第２四半期連結

累計期間においては、多額の四半期純損失を計上いたしました。 

 （当第２四半期連結累計期間 自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 事業の種類別セグメント情報については記載しないことができる場合に該当しますが、当該セグメント情報の区

分に代えた事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 なお、各事業部門の営業損益は配賦不能営業費用1,999百万円控除前の営業損益であります。 

  

（マイクロ波管・周辺機器部門） 

 官公需電子管は、主要顧客向け納入が上期に前倒しされたことにより販売が増加いたしましたが、民需電子管の

売上が大きく減少いたしました。 

 この結果、売上高及び営業利益は低調なものとなりました。 

  

（マイクロ波応用製品部門） 

 主力の衛星通信用コンポーネント製品をはじめ、市場の低迷を受け主要顧客向けの販売が大きく減少したため低

調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は低調なものとなり、営業損失となりました。 

  

（半導体部門） 

 主力の半導体部門では、マイクロ波デバイス（GaAs IC）の中国の携帯電話機向け販売が増加いたしましたが、

その他の製品の販売が大きく減少し、売上が減少いたしました。 

 また、子会社㈱エヌ・ジェイ・アール福岡の受託生産販売も売上が大きく落ち込みました。  

 この結果、売上高は低調なものとなり、営業損失となりました。 

  

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

  売上高 百万円 18,685 （前年同期間比 31.9％減） 

  営業損失（△） 百万円 △2,666 （前年同期間は、 百万円の営業損失） 1,200

  経常損失（△） 百万円 △2,925 （前年同期間は、 百万円の経常損失） 1,132

  四半期純損失（△） 百万円 △9,444 （前年同期間は、 百万円の四半期純損失） 782

  売上高 1,141百万円 （前年同期間比 23.2％減） 

  営業利益 75百万円 （前年同期間比 33.8％減） 

  売上高 1,085百万円 （前年同期間比 46.6％減） 

  営業損失（△） △58百万円 （前年同期間は、203百万円の営業利益） 

  売上高 16,459百万円 （前年同期間比 31.2％減） 

  営業損失（△） △684百万円 （前年同期間は、1,291百万円の営業利益） 



  当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）の資産合計は、繰延税金資産を取崩したことなどにより前年

度末比10,374百万円減少して42,087百万円となりました。負債合計は、短期借入金の減少、長期借入金の増加など

により前年度末比965百万円減少して30,179百万円となりました。この結果、純資産合計は、前年度末比9,408百万

円減少して11,907百万円となり、自己資本比率は前年度末比12.3ポイント低下して28.3％となりました。 

 また、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年度末比2,808百万

円減少（前年同期間は1,876百万円の減少）して2,510百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。 

  

（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が△2,926百万円（前年同期間は△1,166百万円）となり、減価償却費1,702百万円

（前年同期間は2,082百万円）、売上債権の増加額△1,273百万円（前年同期間は減少額875百万円）、たな卸資産

の減少額1,391百万円（前年同期間は増加額△6百万円）などを調整した結果、営業活動では1,309百万円の資金の

減少（前年同期間は882百万円の資金の増加）となりました。 

  

（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が△355百万円（前年同期間の支出△2,577百万円）となったことなどから、投資

活動では383百万円の資金の減少（前年同期間は2,853百万円の資金の減少）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入金の減少額△10,935百万円（前年同期間は増加額335百万円）及び長期借入れによる収入10,000百万円

（前年同期間の収入96百万円）などにより、財務活動では1,093百万円の資金の減少（前年同期間は94百万円の資

金の増加）となりました。 

  

 前期から続く厳しい経営環境下、当第２四半期連結累計期間の業績は、当グループ全体での拡販対策及び人件費

をはじめとした総費用の抑制等の諸施策を実行してまいりましたが、３ページ「１．連結経営成績に関する定性的

情報」に記載のとおり低調なものとなりました。平成22年３月期通期連結業績予想につきましては、平成21年10月

15日公表の「業績予想の修正」のとおりといたします。 

 また、期末の配当予想につきましても上記の理由から「未定」としておりますが、この下期の業績推移等を慎重

に見極めた上で決定、開示を行う予定であります。 

 なお、今後の市況や業績動向により修正が必要と判断される場合には、速やかに開示することといたします。 

（平成22年３月期（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）連結業績予想） 

  

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

  売上高 40,000百万円 （前年度比 12.5％減） 

  営業損失（△） △2,100百万円 （前年度は、4,364百万円の営業損失） 

  経常損失（△） △2,500百万円 （前年度は、4,531百万円の経常損失） 

  当期純損失（△） △9,400百万円 （前年度は、2,781百万円の当期純損失） 



  該当事項はありません。   

  

  該当事項はありません。   

  

  該当事項はありません。    

  

 当グル－プは、当第２四半期連結累計期間において、３ページ「１．連結経営成績に関する定性的情報」に記

載のとおり損失が発生しており、前連結会計年度から継続して損失を計上しておりますことから、将来に亘って

事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況（「重要事象等」）が存在しており

ます。 

 強い企業体質への早期転換及び早期黒字化のための方策といたしましては、以下のとおりであります。 

 売上拡大策として、特別販売戦略チームによる拡販推進の継続及び営業力強化のための配置転換（技術部員の

営業部への異動）を行います。これにより、営業における技術力を強化し、顧客要求に合致した商品提案力及び

企画力の向上を図り、売上高の増加を目指してまいります。また、事業展開の一つとして、ユー・エム・シー・

ジャパン株式会社（台湾UMC社のグループの一員で、日本国内に８インチ半導体工場を有するファウンドリー専

業メーカー。JASDAQ上場）との協業（平成21年５月合意）によるパワーデバイス等の新製品開発を推し進め、よ

り競争力の高い８インチ品（現在は４インチ品及び５インチ品が中心）の販売拡大へと結び付けてまいります。

 費用面では、製造コストを低減するために海外生産子会社であるTHAI NJR CO.,LTD.への生産移管を推進して

まいります。他に、給与の一部カット等による人件費の更なる削減、研究開発費、修繕費、消耗品費等諸経費全

般に亘る大幅削減等を実施いたします。 

 財務面では、平成21年９月25日に株式会社みずほコ－ポレ－ト銀行をアレンジャーとするシンジケートローン

を組成し、10,000百万円のタームローン契約及び5,000百万円のコミットメントライン契約（契約期間は各３年

間）を複数の金融機関との間で締結いたしました。これにより、支払利息負担増になるものの、より安定的な資

金運営が可能となっております。 

 以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと認識しております。 

  

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,510 5,318

受取手形及び売掛金 10,274 9,117

商品及び製品 4,185 4,931

仕掛品 7,940 8,362

原材料及び貯蔵品 2,150 2,426

繰延税金資産 27 566

その他 834 523

貸倒引当金 △67 △87

流動資産合計 27,856 31,158

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,418 25,482

減価償却累計額 △19,316 △19,068

建物及び構築物（純額） 6,101 6,414

機械装置及び運搬具 61,966 61,992

減価償却累計額 △58,129 △57,278

機械装置及び運搬具（純額） 3,836 4,714

工具、器具及び備品 11,539 11,483

減価償却累計額 △10,497 △10,239

工具、器具及び備品（純額） 1,041 1,244

その他 326 416

有形固定資産合計 11,305 12,789

無形固定資産 470 525

投資その他の資産   

投資有価証券 1,826 1,484

繰延税金資産 28 5,863

その他 648 671

貸倒引当金 △49 △31

投資その他の資産合計 2,454 7,988

固定資産合計 14,230 21,303

資産合計 42,087 52,462



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,538 3,733

短期借入金 2,213 13,147

1年内返済予定の長期借入金 424 255

未払法人税等 40 38

繰延税金負債 50 －

その他 2,808 3,580

流動負債合計 10,077 20,755

固定負債   

長期借入金 11,245 1,489

繰延税金負債 206 －

退職給付引当金 8,158 8,305

役員退職慰労引当金 － 272

その他 492 323

固定負債合計 20,102 10,390

負債合計 30,179 31,145

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,220 5,220

資本剰余金 5,223 5,223

利益剰余金 2,022 11,545

自己株式 △3 △3

株主資本合計 12,462 21,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 301 98

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 △855 △767

評価・換算差額等合計 △555 △669

純資産合計 11,907 21,316

負債純資産合計 42,087 52,462



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 27,444 18,685

売上原価 23,372 17,555

売上総利益 4,072 1,130

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 － 4

給料及び手当 1,939 1,435

役員賞与引当金繰入額 18 0

退職給付引当金繰入額 166 183

役員退職慰労引当金繰入額 43 23

開発研究費 1,506 953

その他 1,598 1,195

販売費及び一般管理費合計 5,273 3,796

営業損失（△） △1,200 △2,666

営業外収益   

受取利息 5 1

受取配当金 18 17

為替差益 48 －

屑売却益 53 23

雇用調整助成金 － 76

その他 30 30

営業外収益合計 155 148

営業外費用   

支払利息 65 97

為替差損 － 96

シンジケートローン手数料 － 199

その他 21 13

営業外費用合計 87 407

経常損失（△） △1,132 △2,925

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 0 －

投資有価証券売却益 1 －

特別利益合計 2 －

特別損失   

固定資産除却損 30 1

固定資産売却損 0 0

投資有価証券評価損 5 －

投資有価証券売却損 0 －

特別損失合計 37 1

税金等調整前四半期純損失（△） △1,166 △2,926

法人税、住民税及び事業税 65 24

法人税等調整額 △449 6,493

法人税等合計 △383 6,518

四半期純損失（△） △782 △9,444



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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（△） △1,166 △2,926

減価償却費 2,082 1,702

固定資産除却損 30 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △210 △146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39 △272

受取利息及び受取配当金 △23 △18

支払利息 65 97

シンジケートローン手数料 － 199

為替差損益（△は益） 19 11

売上債権の増減額（△は増加） 875 △1,273

たな卸資産の増減額（△は増加） △6 1,391

仕入債務の増減額（△は減少） △1,433 887

その他 630 △664

小計 823 △1,003

利息及び配当金の受取額 23 18

利息の支払額 △66 △109

シンジケートローン手数料の支払額 － △237

法人税等の還付額 101 22

営業活動によるキャッシュ・フロー 882 △1,309

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 △2,577 △355

有形固定資産の売却による収入 3 0

無形固定資産の取得による支出 △289 △45

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 4 －

貸付金の回収による収入 7 －

その他の支出 △7 △1

その他の収入 7 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,853 △383

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） 335 △10,935

長期借入れによる収入 96 10,000

長期借入金の返済による支出 △94 △72

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △234 △78

その他 △7 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 94 △1,093

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,876 △2,808

現金及び現金同等物の期首残高 4,639 5,318

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,763 2,510



  該当事項はありません。 

  

 四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、電子部品の製造・販売を主たる事業として行っております。

前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間については、当事業の売上高及び営業損益が、全セグ

メントの売上高の合計及び営業損益の合計額のほぼ100％を占めているため、事業の種類別セグメント情報の開

示を省略しております。 

  

前第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） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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）アジア……タイ国、シンガポール、中国 

（２）北米………米国 

３ 会計処理の変更 

前第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） 

（会計処理の変更） 

 当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。これにより、前連結会計年度と同一の方法によった場合に比し、当第２四半期連結

累計期間の「日本」の営業利益は853百万円少なく計上されております。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  23,996  2,292  1,156  27,444  ―  27,444

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 3,095  3,848  1  6,944 (6,944)  ―

計  27,091  6,140  1,157  34,389 (6,944)  27,444

営業利益又は営業損失（△）  1,616  19  △9  1,626 (2,826)  △1,200

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  15,913  2,216  555  18,685 ―  18,685

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 2,460  2,730  1  5,193 (5,193) ― 

計  18,374  4,946  557  23,878 (5,193)  18,685

営業利益又は営業損失（△）  △571  6  △35  △600 (2,066)  △2,666



前第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） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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）アジア…………中国、香港、韓国、シンガポール、台湾、マレーシア 

（２）北米……………米国 

（３）ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、イタリア、オランダ 

（４）その他…………イスラエル、メキシコ 

３ 海外売上高は、四半期連結財務諸表提出会社及び国内に所在する連結子会社の輸出高と在外連結子会社の本

邦以外の国又は地域に対する売上高の合計額であります。 

  

  該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 北米 ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,337  1,288  843  1,018  13,489

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          27,444

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 37.6  4.7  3.1  3.7  49.1

  アジア 北米 ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,008  804  487  329  9,630

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          18,685

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 42.8  4.3  2.6  1.8  51.5

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



生産、受注及び販売の状況  

（１）生産実績 

      生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 金額は、販売価格で表示しております。 

（２）受注実績 

   受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（３）販売実績 

    販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 総販売実績に対する割合が10％以上の相手先がないため、主な相手先別の販売実績の記載を省略しておりま

す。 

以上   

  

６．その他の情報

  
前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

事業部門の名称 金額（百万円） 金額（百万円） 

マイクロ波管・周辺機器部門  1,483  1,107

マイクロ波応用製品部門  2,074  1,102

半導体部門  22,485  15,475

合計  26,043  17,685

  
前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

事業部門の名称 
受注高 

（百万円） 
受注残高 

（百万円） 
受注高 

（百万円） 
受注残高 

（百万円） 

マイクロ波管・周辺機器部門  1,434  2,042  976  1,461

マイクロ波応用製品部門  2,091  169  1,044  115

半導体部門  23,936  3,602  16,895  2,625

合計  27,463  5,813  18,916  4,203

  
前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

事業部門の名称 金額（百万円） 金額（百万円） 

マイクロ波管・周辺機器部門  1,485  1,141

マイクロ波応用製品部門  2,033  1,085

半導体部門  23,926  16,459

合計  27,444  18,685
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