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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 39,506 △20.0 4,299 ― 4,028 940.3 3,468 ―

21年3月期第3四半期 49,377 ― △35 ― 387 ― △8,063 ―

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3四半期 176.69 170.09
21年3月期第3四半期 △410.77 ―

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3四半期 63,021 23,206 36.8 1,182.18
21年3月期 67,632 20,399 30.2 1,039.17

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  23,206百万円 21年3月期  20,399百万円

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

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 ― 25.00 ― 0.00 25.00
22年3月期 ― 10.00 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 20.00

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 51,500 △13.0 4,200 ― 3,600 ― 3,500 ― 178.30
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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) 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） 

(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 

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、
実際の業績はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 

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3四半期 20,757,905株 21年3月期  20,757,905株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,127,772株 21年3月期  1,127,451株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 19,630,328株 21年3月期第3四半期 19,631,066株
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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

　平成21年11月６日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。

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

棚卸資産の評価方法

(3)

定率法を採用している固定資産については、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

(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）

　該当事項はありません。

(2)

①
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省略し、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出する方法によっております。

固定資産の減価償却費の算定方法

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・プランニングに、前連結会計年度末以降の経営環境等の変化や一時差異等の発生状況の変動による影響
を加味したものを利用する方法によっております。

【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
当第３四半期累計期間における世界経済は、中国などの新興国では景気対策の効果もあり景気回復が鮮明と

なってまいりましたが、日米欧などの先進国では企業業績の低迷、雇用・所得環境の悪化が続き厳しい状況で推
移いたしました。水晶デバイス市場におきましては、各国の景気対策や新興国の景気回復により需給は改善いた
しましたが、新興国中心の需要拡大が製品価格の下落を引き起こし収益面では厳しい状況で推移いたしました。

このような状況の下、当社グループにおきましては、拡販・高シェアの獲得に注力してまいりました。その結
果、販売数量は回復したものの製品価格の下落により売上高は減少いたしました。損益面では、原価低減、生産
体制の再構築、人件費の削減などの効果に加え、たな卸資産評価損の減少と前期の固定資産の減損処理により減
価償却費が減少し、売上原価と販売管理費が減少いたしました。

この事故に伴って発生したたな卸資産・固定資産の損傷による損失等103百万円を当第３四半期において災害
による損失として特別損失に計上しております。この事故により、何らかの追加的費用が生じることもありえま
すが、現時点においては、それがどのような費用であるかは分かっておりません。そのため、当第３四半期累計
期間の実績にはそのような追加的費用は含まれておりません。

昨年の12月に当社子会社NDK Crystal, Inc.（米国イリノイ州）の工場で発生したオートクレーブの破裂事故
につきましては、現在、米国化学物質安全性調査委員会（U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation
Board）が事故原因を調査しており、当社は早期に原因究明がなされるように全面的に協力しております。

　該当事項はありません。

３．連結業績予想に関する定性的情報

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は39,506百万円（前年同期比20.0％減）となりました。また、
営業利益は4,299百万円（前年同期は営業損失35百万円）、経常利益は4,028百万円（前年同期比940.3％増）、
四半期純利益は3,468百万円（前年同期は四半期純損失8,063百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報
前連結会計年度末に比べ、総資産は現金及び預金の減少1,409百万円、有価証券及び自己社債の減少6,307百万

円、受取手形及び売掛金の増加2,456百万円、たな卸資産の増加3,791百万円等により4,610百万円減少して
63,021百万円となりました。負債は、支払手形及び買掛金の増加1,808百万円、短期借入金の増加1,287百万円、
長期借入金（１年内含む）の減少4,013百万円、新株予約権付社債の減少4,972百万円等により7,417百万円減少
して39,815百万円となりました。純資産は、利益剰余金の増加3,272百万円等により2,807百万円増加して23,206
百万円となりました。これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の30.2％から6.6ポイント上昇し、
36.8％となりました。

４．その他
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 9,707 11,117

受取手形及び売掛金 14,004 11,548

有価証券 － 4,500

自己社債 － 1,807

商品及び製品 4,865 2,912

仕掛品 1,281 809

原材料及び貯蔵品 2,463 1,096

その他 2,151 3,346

貸倒引当金 △47 △198

流動資産合計 34,427 36,939

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,650 10,596

機械装置及び運搬具（純額） 6,293 6,373

その他（純額） 7,525 9,146

有形固定資産合計 24,468 26,115

無形固定資産   

のれん 9 12

その他 476 645

無形固定資産合計 486 657

投資その他の資産 3,639 3,919

固定資産合計 28,594 30,692

資産合計 63,021 67,632

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,831 5,022

短期借入金 7,521 6,233

1年内返済予定の長期借入金 4,071 4,579

未払法人税等 179 242

和解費用引当金 494 851

その他 3,493 5,716

流動負債合計 22,591 22,646

固定負債   

新株予約権付社債 252 5,224

長期借入金 12,641 16,147

退職給付引当金 2,602 2,320

役員退職慰労引当金 554 628

和解費用引当金 973 －

その他 198 265

固定負債合計 17,223 24,586

負債合計 39,815 47,232

－ 4 －

日本電波工業㈱(6779) 平成22年3月期 第3四半期決算短信



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 10,649 10,649

資本剰余金 10,828 10,828

利益剰余金 5,950 2,678

自己株式 △2,784 △2,784

株主資本合計 24,644 21,372

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 136 137

為替換算調整勘定 △1,574 △1,111

評価・換算差額等合計 △1,437 △973

純資産合計 23,206 20,399

負債純資産合計 63,021 67,632
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 49,377 39,506

売上原価 40,367 27,978

売上総利益 9,010 11,528

販売費及び一般管理費 9,045 7,228

営業利益又は営業損失（△） △35 4,299

営業外収益   

受取利息 138 26

受取配当金 20 17

為替差益 382 －

社債償還益 － 36

社債消却益 258 65

その他 173 171

営業外収益合計 973 318

営業外費用   

支払利息 181 245

休止固定資産減価償却費 265 305

その他 103 38

営業外費用合計 550 589

経常利益 387 4,028

特別利益   

固定資産売却益 － 52

貸倒引当金戻入額 － 116

役員退職慰労引当金戻入額 － 14

和解費用引当金戻入額 － 102

受取和解金 － 290

補助金収入 13 7

特別利益合計 13 584

特別損失   

固定資産処分損 65 20

減損損失 7,917 9

投資有価証券評価損 318 －

ゴルフ会員権評価損 38 －

和解費用 398 1,118

災害による損失 － 103

特別損失合計 8,738 1,252

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△8,337 3,359

法人税、住民税及び事業税 488 222

法人税等還付税額 － △208

法人税等調整額 △763 △122

法人税等合計 △274 △108

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,063 3,468
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△8,337 3,359

減価償却費 7,140 2,894

減損損失 7,917 9

受取利息及び受取配当金 △158 △44

支払利息 181 245

社債償還益 － △36

固定資産売却損益（△は益） － △52

固定資産処分損益（△は益） 65 20

和解費用 398 1,118

和解費用引当金戻入額 － △102

売上債権の増減額（△は増加） 1,519 △2,681

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,542 △3,870

未収消費税等の増減額（△は増加） 656 494

仕入債務の増減額（△は減少） △128 2,074

その他 △290 △228

小計 7,422 3,201

利息及び配当金の受取額 109 35

利息の支払額 △180 △255

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,086 788

和解費用の支払額 △463 △386

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,800 3,383

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 △9,860 △3,847

有形固定資産の売却による収入 6 96

無形固定資産の取得による支出 △179 △55

投資有価証券の取得による支出 △6 △5

子会社株式の取得による支出 △165 －

信託受益権の取得による支出 △1,161 △25

信託受益権の償還による収入 1,085 292

その他 △33 70

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,313 △3,473

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） 3,936 1,509

長期借入れによる収入 9,500 －

長期借入金の返済による支出 △1,145 △4,013

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △847 △126

社債の償還による支出 － △3,050

社債の買入消却による支出 △5,253 －

リース債務の返済による支出 － △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,188 △5,690

現金及び現金同等物に係る換算差額 △731 △128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △56 △5,909

現金及び現金同等物の期首残高 11,333 15,617

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,277 9,707
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(4) 継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

( )

( )

○ヨーロッパ････････
○アジア････････････
○北米･･････････････

( )

( )

( )

○ヨーロッパ････････
○アジア････････････
○北米･･････････････

　　当社グループは水晶関連単一製品の製造、販売のため該当事項はありません。

アメリカ

アメリカ

２ 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い固定資産の耐用年数を見直し、第１四半期連結会計
期間より主要な機械装置の耐用年数を10年から８年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、営業利益が「日本」において694百万円減少しております。

(注)１ 　国又は地域の区分は、地理的近接度により、ヨーロッパ・アジア・北米に区分しており、各区分に属す
る主な国又は地域は次の通りであります。

イギリス、イタリア、フランス
マレーシア、シンガポール、中国、香港

△183 △359 323 △35
営業利益又は
営業損失(△)

△238 186 △124

―

　　計 44,550 5,299 19,269 3,250 72,370 22,993 49,377

― 49,377

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 14,580 224 7,803 384 22,993 22,993

5,075 11,465 2,865 49,377

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高 29,970

(注) 　国又は地域の区分は、地理的近接度により、ヨーロッパ・アジア・北米に区分しており、各区分に属する
主な国又は地域は次の通りであります。

イギリス、イタリア、ドイツ
マレーシア、シンガポール、中国、香港

△88 4,659 360 4,299
営業利益又は
営業損失(△)

3,530 123 1,093

―

　　計 36,809 3,058 17,025 2,149 59,044 19,537 39,506

(2)

39,506 ― 39,506

セグメント間の内部
売上高又は振替高 11,099 203 7,971 263 19,537 19,537

消去
又は全社

連　結

外部顧客に対する
売上高 25,709

売上高

(1)
2,855 9,054 1,886

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31日）

(単位：百万円)

日　本 ヨーロッパ アジア 北　米 合　計

(単位：百万円)

日　本 ヨーロッパ アジア 北　米 合　計
消去

又は全社
連　結

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日　至 平成21年12月31日）
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　該当事項はありません。

　○その他の地域･･･････オーストラリア、ブラジル

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への売上高であります。

　○アジア･････････････シンガポール、香港、マレーシア、中国、韓国
　○北米･･･････････････アメリカ、カナダ

２ 　各区分に属する主な国又は地域
　○ヨーロッパ･････････イギリス、スウェーデン、フィンランド、ドイツ、イタリア

(注)１ 　国又は地域の区分の方法は、地理的隣接度によっております。

Ⅲ
連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

17.5 45.3

― ― 49,377 

4.8 1.8 69.4

Ⅱ連結売上高 ― ― 

その他の地域 計

Ⅰ海外売上高 8,643 22,360 2,390 889 34,283 

　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への売上高であります。３

オーストラリア、ブラジル

　○ヨーロッパ･････････イギリス、スウェーデン、フィンランド、ドイツ、イタリア
シンガポール、香港、マレーシア、中国、韓国
アメリカ、カナダ

Ⅱ

17,767 

【海外売上高】

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日　至 平成21年12月31日）

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年12月31日）
(単位：百万円)

ヨーロッパ ア　ジ　ア 北　　　米

1,539 

(単位：百万円)

ヨーロッパ ア　ジ　ア 北　　　米 その他の地域 計

727 Ⅰ

Ⅲ

　○その他の地域･･･････
　○北米･･･････････････

　各区分に属する主な国又は地域２

　○アジア･････････････

1.8 67.2
連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

16.5 45.0 3.9

　国又は地域の区分の方法は、地理的隣接度によっております。(注)１

26,546 

連結売上高 ― ― ― ― 39,506 

海外売上高 6,511 
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