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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 9,482 △13.4 △195 ― △159 ― △269 ―

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

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 ％ ％ ％

22年3月期 △30.12 ― △3.0 △1.1 △2.1

21年3月期 △285.66 ― △23.5 △8.6 △11.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 14,759 9,298 63.0 989.97
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  9,298百万円 21年3月期  8,926百万円

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

22年3月期 1,926 △209 513 4,270
21年3月期 265 △2,024 1,174 2,042

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 41 ― 0.4
22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 46 ― 0.5

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 46.9

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

5,300 18.5 100 ― 50 ― 20 ― 2.13

通期 11,000 16.0 180 ― 150 ― 100 ― 10.65
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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、13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】をご覧ください。 

(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、16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】をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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） 22年3月期 9,417,200株 21年3月期 8,417,200株

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

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 9,712 △10.6 △361 ― △288 ― △371 ―

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

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

22年3月期 △41.62 ―

21年3月期 △242.06 ―

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 14,977 9,526 63.6 1,014.18
21年3月期 13,221 9,254 70.0 1,102.61

（参考） 自己資本 22年3月期  9,526百万円 21年3月期  9,254百万円

※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、一昨年のリーマンショック以降の厳しい状況の中でスター

トいたしましたが、その後徐々に景気は回復に転じ、夏以降は比較的堅調に需要は推移いたしまし

た。下期以降、第４四半期に入りましても、需要の落ち込みはそれ程見られず、予想以上の受注状態

が続きました。 

 このような状況の中で当社グループといたしましては、原価低減対策の一環としまして生産体制を

見直し、水晶振動子の生産移管をはじめ、工場の集約化、リードタイムの短縮等更なる生産の効率化

を図りました。一方、スマートフォン、ＰＮＤ、業務用無線市場を重点分野として拡販活動を展開

し、技術部門では小型（低背）、高精度、高周波製品の開発とローコスト製品の設計にも注力いたし

ました。しかしながら、携帯電話、スマートフォン、液晶テレビ等主要デジタル機器の価格下落に伴

うコストダウンの要求と価格競争の激化並びに為替が円高に動いたことにより、収益面での影響を受

けました。 

 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9,482百万円（前年同期比13.4％減）となりました。

損益面につきましては営業損失195百万円（前年同期は1,272百万円の損失）、経常損失159百万円

（前年同期は1,319百万円の損失）、当期純損失は269百万円（前年同期は2,397百万円の損失）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 

 需要は比較的堅調に推移したものの、価格競争の激化に伴う単価下落の影響を受け、連結売上高

は8,490百万円（前年同期比11.8％減）となりましたが、全社をあげての原価低減活動と収益体質

の改善を図り、営業損失323百万円（前年同期は1,507百万円の損失）となりました。 

②電子機器事業 

 宇宙開発関連向けカスタムオーダー機器等の受注減少により、連結売上高は995百万円（前年同

期比29.5％減）、営業利益118百万円（前年同期比46.6％減）となりました。 

今後の見通しにつきましては、企業収益の改善、海外経済の改善や緊急経済対策を始めとする政策

効果などを背景に、景気は持ち直しの兆しが見られるものの、為替変動や単価の下落など依然として

厳しい経営環境が続くものと思われます。このような中、当社の関連業界では明るい兆しも見え始

め、スマ－トフォンを中心とした移動体通信等の旺盛な需要が、電子部品需要を牽引するものと思わ

れます。また、データ通信の普及・拡大に伴い電子機器への水晶製品の搭載率も増加して参りまし

た。 

 当社グループといたしましては、携帯電話市場を重点にスマートフォン、カーナビゲーション及び

ＧＰＳ関連市場や業務用無線向けの拡販に注力し、ガス・水道・電気等無線検針システムのスマート

メーター用の引き合いも出はじめており、今後はスマートグリット関連の拡販を図り、高精度、高安

定水晶製品の拡販に注力して参ります。 

 次期の連結業績見通しにつきましては、売上高11,000百万円、営業利益180百万円、経常利益 150

百万円、当期純利益100百万円を予想しております。次期の為替レートは、1米ドル90円を前提として

おります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

・当期の経営成績

・次期の見通し
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当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ1,377百万円増加し、14,759百万円となりま

した。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,119百万円増加し、9,251百万円となりました。 

 主な要因は、現金及び預金の増加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741百万円減少し、5,507百万円となりました。 

 主な要因は、減価償却による有形固定資産の減少であります。 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ1,005百万円増加し、5,460百万円となりまし

た。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ913百万円増加し、4,454百万円となりました。 

 主な要因は、買掛金の増加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92百万円増加し、1,006百万円となりました。 

 主な要因は、繰延税金負債の増加によるものであります。 

当連結会計年度の純資産は、前連結会計年度末に比べ372百万円増加し、9,298百万円となりまし

た。 

 主な要因は株式発行に伴う資本金及び資本準備金の増加、当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3.7ポイント減少し、63.0％となりました。 

  

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

2,227百万円増加し、当連結会計年度末には4,270百万円となりました。 

当連結会計年度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。 

営業活動の結果、得られた資金は1,926百万円（前年同期比626.4％増）となりました。主な要因は、

仕入債務の増加（971百万円）、減価償却費（937百万円）、およびたな卸資産の減少（419百万円）で

ありますが、税金等調整前当期純損失（246百万円）、売上債権の増加（118百万円）等により一部相殺

されております。 

投資活動の結果、使用した資金は209百万円（前年同期比89.7％減）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（193百万円）であります。 

財務活動の結果、得られた資金は513百万円（前年同期比56.2％減）となりました。主な要因は、株

式の発行による収入（655百万円）であります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（イ）資産

（ロ）負債

（ハ）純資産

②キャッシュ・フローの状況

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー
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(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

当につきましては、業績予想を前提として１株につき5円を予定しております。 

  

 近の有価証券報告書(平成21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。 

  

平成21年３月期決算短信(平成21年５月20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できます。 

 (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 

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 平成22年３月期

自己資本比率 67.4 70.7 65.7 66.7 63.0

時価ベースの自己資本比率 106.8 84.5 57.3 26.2 42.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

2.2 － － 0.2 1.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

225.5 413.9 3,727.3 39.5 182.5

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,042,617 4,270,309

受取手形及び売掛金 2,363,937 2,482,642

商品及び製品 451,623 379,472

仕掛品 657,960 663,526

原材料及び貯蔵品 1,116,487 763,699

繰延税金資産 47,554 40,879

その他 456,365 651,605

貸倒引当金 △4,170 △470

流動資産合計 7,132,377 9,251,665

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,441,561 2,242,188

機械装置及び運搬具（純額） 2,589,247 1,986,214

土地 1,015,962 1,015,962

建設仮勘定 43,148 15,006

その他（純額） 88,163 76,183

有形固定資産合計 6,178,082 5,335,556

無形固定資産

その他 27,735 39,719

無形固定資産合計 27,735 39,719

投資その他の資産

投資有価証券 25,809 55,842

繰延税金資産 11,567 60,203

その他 6,568 16,662

貸倒引当金 △462 －

投資その他の資産合計 43,483 132,709

固定資産合計 6,249,301 5,507,986

資産合計 13,381,678 14,759,651
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,763,997 2,720,994

短期借入金 1,300,000 1,200,000

未払法人税等 14,865 18,842

賞与引当金 92,549 84,095

その他 369,530 430,678

流動負債合計 3,540,942 4,454,610

固定負債

退職給付引当金 716,701 743,123

役員退職慰労引当金 116,100 121,870

繰延税金負債 81,332 141,341

固定負債合計 914,134 1,006,334

負債合計 4,455,076 5,460,945

純資産の部

株主資本

資本金 3,371,600 3,703,600

資本剰余金 3,802,160 4,134,160

利益剰余金 1,801,646 1,493,182

自己株式 △31,990 △31,990

株主資本合計 8,943,415 9,298,951

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10,763 11,061

為替換算調整勘定 △6,049 △11,307

評価・換算差額等合計 △16,813 △246

純資産合計 8,926,602 9,298,705

負債純資産合計 13,381,678 14,759,651
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 10,944,287 9,482,974

売上原価 10,954,192 8,588,135

売上総利益又は売上総損失（△） △9,905 894,838

販売費及び一般管理費 1,262,243 1,090,556

営業損失（△） △1,272,149 △195,718

営業外収益

受取利息 5,552 846

助成金収入 63,186 44,621

為替差益 － 10,331

受取手数料 490 643

その他 12,284 10,559

営業外収益合計 81,514 67,003

営業外費用

支払利息 5,916 10,742

売上割引 － 4,505

為替差損 107,739 －

支払手数料 4,047 5,407

新株発行費 － 8,088

その他 11,116 1,694

営業外費用合計 128,820 30,439

経常損失（△） △1,319,454 △159,154

特別利益

固定資産売却益 274 －

補助金収入 29,435 29,435

貸倒引当金戻入額 3,590 3,897

特別利益合計 33,299 33,332

特別損失

固定資産除却損 32,873 11,505

投資有価証券評価損 10,573 －

関係会社出資金評価損 51,417 －

減損損失 811,497 97,760

事業構造改善費用 38,006 －

その他 － 11,469

特別損失合計 944,368 120,735

税金等調整前当期純損失（△） △2,230,524 △246,556

法人税、住民税及び事業税 16,795 10,052

法人税等還付税額 △44,044 －

法人税等調整額 194,521 12,541

法人税等合計 167,271 22,593

少数株主損失（△） △259 －

当期純損失（△） △2,397,536 △269,150
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

新株の発行 － 332,000

当期変動額合計 － 332,000

当期末残高 3,371,600 3,703,600

資本剰余金

前期末残高 3,802,160 3,802,160

当期変動額

新株の発行 － 332,000

当期変動額合計 － 332,000

当期末残高 3,802,160 4,134,160

利益剰余金

前期末残高 4,293,481 1,801,646

当期変動額

剰余金の配当 △125,895 △41,964

当期純損失（△） △2,397,536 △269,150

連結範囲の変動 31,596 2,651

当期変動額合計 △2,491,835 △308,463

当期末残高 1,801,646 1,493,182

自己株式

前期末残高 △31,902 △31,990

当期変動額

自己株式の取得 △88 －

当期変動額合計 △88 －

当期末残高 △31,990 △31,990

株主資本合計

前期末残高 11,435,338 8,943,415

当期変動額

新株の発行 － 664,000

剰余金の配当 △125,895 △41,964

当期純損失（△） △2,397,536 △269,150

連結範囲の変動 31,596 2,651

自己株式の取得 △88 －

当期変動額合計 △2,491,923 355,536

当期末残高 8,943,415 9,298,951
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 5,963 △10,763

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,726 21,824

当期変動額合計 △16,726 21,824

当期末残高 △10,763 11,061

為替換算調整勘定

前期末残高 5,138 △6,049

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△11,188 △5,257

当期変動額合計 △11,188 △5,257

当期末残高 △6,049 △11,307

評価・換算差額等合計

前期末残高 11,102 △16,813

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△27,915 16,566

当期変動額合計 △27,915 16,566

当期末残高 △16,813 △246

少数株主持分

前期末残高 169 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △169 －

当期変動額合計 △169 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 11,446,610 8,926,602

当期変動額

新株の発行 － 664,000

剰余金の配当 △125,895 △41,964

当期純損失（△） △2,397,536 △269,150

連結範囲の変動 31,596 2,651

自己株式の取得 △88 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,085 16,566

当期変動額合計 △2,520,008 372,103

当期末残高 8,926,602 9,298,705
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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損失（△） △2,230,524 △246,556

減価償却費 1,511,292 937,817

減損損失 811,497 97,760

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,021 △4,162

投資損失引当金の増減額（△は減少） △10,000 －

受取利息及び受取配当金 △6,559 △1,161

支払利息 5,916 10,742

為替差損益（△は益） 1 △8,665

投資有価証券評価損益（△は益） 10,573 －

出資金評価損 51,417 －

有形固定資産売却損益（△は益） △274 22

有形固定資産除却損 32,873 11,505

売上債権の増減額（△は増加） 1,482,695 △118,705

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,683 26,421

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,630 5,770

仕入債務の増減額（△は減少） △2,225,951 971,638

賞与引当金の増減額（△は減少） △120,549 △8,454

たな卸資産の増減額（△は増加） 574,871 419,373

その他の資産の増減額（△は増加） 478,454 △259,907

その他の負債の増減額（△は減少） △75,075 54,386

その他 － 8,088

小計 295,953 1,895,915

利息及び配当金の受取額 6,559 1,161

利息の支払額 △6,707 △10,552

法人税等の支払額 △30,609 △9,290

法人税等の還付額 － 49,077

営業活動によるキャッシュ・フロー 265,195 1,926,310

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 △2,006,098 △193,962

有形固定資産の売却による収入 2,000 4,491

無形固定資産の取得による支出 △17,639 △17,115

投資有価証券の取得による支出 △2,803 △2,702

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,024,541 △209,289
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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 △100,000

株式の発行による収入 － 655,911

自己株式の取得による支出 △88 －

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 1,174,016 513,946

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,517 9,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △595,846 2,240,946

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期末残高 2,042,617 4,270,309
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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  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。

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

TEW AMERICA, INC.

前連結会計年度において連結子会社であった山東

東京電波電子有限公司は、当連結会計年度において

清算結了したため、当連結会計年度より連結の範囲

から除外しております。

 (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

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るため、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

同左

 (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るため、持分法の適用範

囲から除いております。

なお、北京東京電波電子有限公司は現在清算手続

き中であります。

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。

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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

（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）

 (ロ) たな卸資産

  １) 製品・半製品・仕掛品…同左

  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

 （会計方針の変更）

当連結会計年度より、「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。

この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業損

失、経常損失及び税金等調整前当期純損失が281百万

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) 原材料…同左 

  

 

  ３) 貯蔵品…同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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（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の改正を契機として、

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と比べ、

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) 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

  ２) 無形固定資産（リース資産を除く）…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、残存価額を零とす

る定額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。

  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 

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

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

    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。

（会計方針の変更）

当連結会計年度から「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その他）（企業会計基準第19号

平成20年７月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

  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)      ――――――――――  (4) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理を採用しております。

   なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債

務等については、振当処理を行っております。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

  （ヘッジ手段）為替予約取引

  （ヘッジ対象）外貨建債権債務及び外貨建予定取引

  ③ ヘッジ方針 

 外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目

的で為替予約取引を行っております。

  ④ ヘッジの有効性評価の方法

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して双方

の相場が相殺されるため、ヘッジ有効性の評価は省

略しております。

 (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

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

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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 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。

６ 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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(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】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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。

――――――――――

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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営業外費用

の「その他」に含めて表示しております。

（連結損益計算書）

―――――――――― 

  

 

 

 前連結会計年度において、営業外費用「その他」に含

めて表示しておりました「売上値引」は、営業外費用の

10/100を超えることとなったため、当連結会計年度にお

いては区分掲記しております。

 なお、前連結会計年度の営業外費用「その他」に含ま

れる「売上値引」は7,436千円であります。
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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21年３月31日)

当連結会計年度 

(平成22年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

16,354百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

16,337百万円

※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

※２ 担保資産

工場財団

 建物及び構築物 49百万円

 機械装置及び運搬具 44  〃

 土地 43  〃

 その他  33  〃

合計 171百万円

工場財団以外の不動産

 建物及び構築物 428百万円

 土地 341  〃

合計 770百万円

上記に対応する債務

  短期借入金 750百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 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  〃

※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 140百万円

従業員給料・手当   206  〃

賞与引当金繰入額  10  〃

退職給付費用   12  〃

役員退職慰労引当金繰入額 5  〃

研究開発費 305  〃

※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

※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 305百万円

当期製造費用 ― 〃 

    計 305百万円

※３ 補助金収入の内訳

補助金収入は、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。

※３ 補助金収入の内訳

補助金収入は、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      ――――――――――

※５ 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
 

※５ 固定資産除却損の内訳

機械装置及び運搬具 10  〃

その他 0  〃

    計 11百万円

 

※６ 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 

網走郡
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、生産体制の再編及び

経営環境の著しい悪化により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、回収可能価額については、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。

 

※６ 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 5

その他 0

岩手県 

盛岡市
遊休設備

機械装置 34

その他 1

岩手県 

二戸郡
遊休設備 機械装置 56

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、生産体制の再編及び

経営環境の著しい悪化により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（97百万円）として特

別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額については、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。 

   
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21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 
２ 自己株式に関する事項 

   
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 

 
  

(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) 24,194 110 ― 24,304

単元未満株式の買取りによる増加 110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
（千円）

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 5.00 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 1,000,000 ― 9,417,200

第三者割当増資による増加 1,000,000株

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) 24,304 ― ― 24,304

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21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 41 5.00 平成21年３月31日 平成21年６月29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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 46 5.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 2,042百万円

現金及び現金同等物 2,042百万円
 

※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 4,270百万円

現金及び現金同等物 4,270百万円
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前連結会計年度（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、光学用製品、酸化亜鉛単結晶

  (2) 電子機器事業・・・メカトロニクス製品、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 会計方針の変更 

 前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 (棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

  「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 (1) 重要な資産の

評価基準及び評価方法 （ロ）たな卸資産に記載のとおり、当連結会計年度より、「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」276百万円、「電子機器事業」4

百万円それぞれ増加し、「水晶製品事業」の営業損失が276百万円増加、「電子機器事業」の営業利益が4百万

円減少しております。 

５ 追加情報 

 前連結会計年度（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）有形固定資産に記載のとおり、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、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と比べ、営業費用は「水晶製品事業」185百万円、「電子機器事業」0百

万円それぞれ増加し、「水晶製品事業」の営業損失が185百万円増加、「電子機器事業」の営業利益が0百万円

減少しております。 

(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 売上高及び営業損益

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、
減損損失及び資本的支出

資産 12,241 1,174 13,415 (33) 13,381

減価償却費 1,522 11 1,533 (22) 1,511

減損損失 836 ― 836 (25) 811

資本的支出 1,377 ― 1,377 (8) 1,368
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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、光学用製品、酸化亜鉛単結晶

  (2) 電子機器事業・・・メカトロニクス製品、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。 

  

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 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

8,490 992 9,482 ― 9,482

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 2 2 (2) ―

計 8,490 995 9,485 (2) 9,482

営業費用 8,814 876 9,690 (12) 9,678

営業利益 
又は営業損失（△）

△323 118 △204 9 △195

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的支出

資産 13,301 1,478 14,779 (20) 14,759

減価償却費 951 14 966 (28) 937

減損損失 101 ― 101 (3) 97

資本的支出 175 17 193 (0) 193
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前連結会計年度(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 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 会計方針の変更 

 (棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

  「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 （1）重要な資産

の評価基準及び評価方法 （ロ）たな卸資産に記載のとおり、当連結会計年度より、「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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業費用は、「日本」が281百万円増加し、営業損失が同額増

加しております。 

５ 追加情報 

  「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）有形固定資産に記載のとおり、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、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と比べ、営業費用は「日本」が185百万円増加し、営業損失が同額増加

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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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 

 北米地域・・・米国 

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 当連結会計年度において、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)

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

8,000 1,482 9,482 ― 9,482

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,715 34 1,749 (1,749) ―

計 9,715 1,516 11,232 (1,749) 9,482

  営業費用 9,915 1,512 11,428 (1,749) 9,678

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△199 4 △195 ― △195

Ⅱ 資産 14,160 619 14,779 (20) 14,759

－ 26 －

東京電波㈱（6900）　平成22年３月期　決算短信



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 
  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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) 1,548 1,316 2,445 349 5,660

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 10,944

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.2 12.0 22.3 3.2 51.7

欧州 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,313 986 2,853 351 5,504

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 9,482

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

13.8 10.4 30.1 3.7 58.0
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純損失 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ス

トック・オプション等、企業結合等、賃貸不動産に関する注記事項は、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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,063.59円

 
１株当たり純資産額 989.97円

 
１株当たり当期純損失 285.66円

 
１株当たり当期純損失 30.12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、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。

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21年３月31日)
当連結会計年度

(平成22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) 8,926 9,298

普通株式に係る純資産額(百万円) 8,926 9,298

差額の内訳(百万円)
少数株主持分 ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 8,417,200 9,417,200

普通株式の自己株式数(株) 24,304 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)
8,392,896 9,392,896

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失(百万円) 2,397 269

普通株式に係る当期純損失(百万円) 2,397 269

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) 8,392,950 8,935,362

(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21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,751,802 4,106,422

受取手形 198,177 118,140

売掛金 2,159,379 2,482,190

商品及び製品 457,461 433,992

仕掛品 357,586 357,689

原材料及び貯蔵品 246,183 143,540

前渡金 4,743 －

立替金 16,932 49,588

前払費用 12,080 14,931

未収入金 303,620 800,293

未収消費税等 176,731 221,747

関係会社短期貸付金 18,918 3,407

繰延税金資産 34,339 14,693

その他 422 317

貸倒引当金 △4,170 △470

流動資産合計 5,734,208 8,746,485

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 804,121 741,693

構築物（純額） 24,801 20,090

機械及び装置（純額） 241,235 242,167

車両運搬具（純額） 5,651 69

工具、器具及び備品（純額） 44,894 45,696

土地 506,498 506,498

有形固定資産合計 1,627,202 1,556,215

無形固定資産

ソフトウエア 16,876 28,762

電話加入権 1,578 1,578

無形固定資産合計 18,454 30,340

投資その他の資産

投資有価証券 25,809 55,842

関係会社株式 11,034 11,034

出資金 340 340

関係会社長期貸付金 7,223,000 5,992,000

破産更生債権等 462 －

その他 5,149 8,826

貸倒引当金 △1,424,462 △1,424,000

投資その他の資産合計 5,841,333 4,644,042

固定資産合計 7,486,991 6,230,598

資産合計 13,221,200 14,977,084

－ 29 －

東京電波㈱（6900）　平成22年３月期　決算短信



（単位：千円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 172,307 147,420

買掛金 1,607,833 3,231,317

短期借入金 1,300,000 1,200,000

未払金 45,914 39,570

未払費用 188,922 90,792

未払法人税等 13,087 16,302

預り金 23,183 22,945

賞与引当金 33,348 30,048

設備関係支払手形 3,719 2,341

営業外支払手形 16,564 28,253

その他 2,672 585

流動負債合計 3,407,555 4,809,577

固定負債

退職給付引当金 362,118 378,199

役員退職慰労引当金 116,100 121,870

繰延税金負債 81,332 141,341

固定負債合計 559,551 641,410

負債合計 3,967,107 5,450,988

純資産の部

株主資本

資本金 3,371,600 3,703,600

資本剰余金

資本準備金 3,802,160 4,134,160

資本剰余金合計 3,802,160 4,134,160

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 208,594 203,168

別途積立金 2,200,000 1,200,000

繰越利益剰余金 △407,507 184,097

利益剰余金合計 2,123,086 1,709,265

自己株式 △31,990 △31,990

株主資本合計 9,264,856 9,515,034

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10,763 11,061

評価・換算差額等合計 △10,763 11,061

純資産合計 9,254,092 9,526,095

負債純資産合計 13,221,200 14,977,084
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(2)【損益計算書】

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 10,858,314 9,712,579

売上原価

製品期首たな卸高 891,613 413,569

当期製品製造原価 2,097,444 1,446,336

当期製品仕入高 7,888,188 7,747,932

合計 10,877,245 9,607,838

製品期末たな卸高 413,569 391,233

売上原価合計 10,463,676 9,216,605

売上総利益 394,638 495,974

販売費及び一般管理費 1,005,288 857,302

営業損失（△） △610,650 △361,327

営業外収益

受取利息 82,828 61,231

受取賃貸料 61,200 44,040

為替差益 － 10,331

その他 15,192 21,028

営業外収益合計 159,221 136,631

営業外費用

支払利息 5,916 10,742

為替差損 107,467 －

減価償却費 29,767 26,793

租税公課 7,265 6,952

新株発行費 － 8,088

その他 13,682 10,758

営業外費用合計 164,099 63,335

経常損失（△） △615,528 △288,032

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,590 3,897

固定資産売却益 4 －

特別利益合計 3,594 3,897

特別損失

固定資産除却損 2,077 1,015

減損損失 14,564 5,326

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 54,734 －

その他 1,196 22

特別損失合計 1,292,788 6,364

税引前当期純損失（△） △1,904,722 △290,498

法人税、住民税及び事業税 8,186 7,209

法人税等調整額 118,698 74,148

法人税等合計 126,884 81,358

当期純損失（△） △2,031,607 △371,857
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

新株の発行 － 332,000

当期変動額合計 － 332,000

当期末残高 3,371,600 3,703,600

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

新株の発行 － 332,000

当期変動額合計 － 332,000

当期末残高 3,802,160 4,134,160

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 － 332,000

当期末残高 3,802,160 4,134,160

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 214,213 208,594

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △5,619 △5,425

当期変動額合計 △5,619 △5,425

当期末残高 208,594 203,168

別途積立金

前期末残高 2,200,000 2,200,000

当期変動額

別途積立金の取崩 － △1,000,000

当期変動額合計 － △1,000,000

当期末残高 2,200,000 1,200,000
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

繰越利益剰余金

前期末残高 1,744,375 △407,507

当期変動額

剰余金の配当 △125,895 △41,964

当期純利益 △2,031,607 △371,857

固定資産圧縮積立金の取崩 5,619 5,425

別途積立金の取崩 － 1,000,000

当期変動額合計 △2,151,882 591,604

当期末残高 △407,507 184,097

利益剰余金合計

前期末残高 4,280,589 2,123,086

当期変動額

剰余金の配当 △125,895 △41,964

当期純利益 △2,031,607 △371,857

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △2,157,502 △413,821

当期末残高 2,123,086 1,709,265

自己株式

前期末残高 △31,902 △31,990

当期変動額

自己株式の取得 △88 －

当期変動額合計 △88 －

当期末残高 △31,990 △31,990

株主資本合計

前期末残高 11,422,446 9,264,856

当期変動額

新株の発行 － 664,000

剰余金の配当 △125,895 △41,964

当期純利益 △2,031,607 △371,857

自己株式の取得 △88 －

当期変動額合計 △2,157,590 250,178

当期末残高 9,264,856 9,515,034
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 5,963 △10,763

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,726 21,824

当期変動額合計 △16,726 21,824

当期末残高 △10,763 11,061

評価・換算差額等合計

前期末残高 5,963 △10,763

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,726 21,824

当期変動額合計 △16,726 21,824

当期末残高 △10,763 11,061

純資産合計

前期末残高 11,428,409 9,254,092

当期変動額

新株の発行 － 664,000

剰余金の配当 △125,895 △41,964

当期純利益 △2,031,607 △371,857

自己株式の取得 △88 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,726 21,824

当期変動額合計 △2,174,316 272,002

当期末残高 9,254,092 9,526,095
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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 当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日

  至 平成21年３月31日）  至 平成22年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

事業の業種別セグメントの名称

水  晶  製  品  事  業 9,249 8,413

電  子  機  器  事  業 1,272 990

   合        計 10,522 9,404

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日

  至 平成21年３月31日）  至 平成22年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

事業の業種別セグメントの名称

水  晶  製  品  事  業 7,864 9,526

電  子  機  器  事  業 1,318 810

   合        計 9,183 10,336

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日

  至 平成21年３月31日）  至 平成22年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

事業の業種別セグメントの名称

水  晶  製  品  事  業 9,626 8,490

電  子  機  器  事  業 1,317 992

   合        計 10,944 9,482
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