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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 2,486 9.3 115 ― 117 ― 113 △51.8
24年3月期第1四半期 2,275 △16.4 △302 ― △352 ― 234 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 106百万円 （△54.7％） 24年3月期第1四半期 235百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 12.04 ―
24年3月期第1四半期 25.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 12,245 6,514 53.2
24年3月期 12,183 6,408 52.6
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  6,514百万円 24年3月期  6,408百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 平成25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、今後の業績や財務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。 

年間配当金
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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 5,000 5.2 80 ― 65 ― 60 ― 6.39
通期 10,050 10.8 190 ― 159 ― 130 ― 13.84



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 (注)詳細はP.3 「(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取 
に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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。業績予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料P.3「(３)連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 9,417,200 株 24年3月期 9,417,200 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 24,344 株 24年3月期 24,344 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 9,392,856 株 24年3月期1Q 9,392,856 株
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当第１四半期連結累計期間の世界経済は、米国において個人消費や企業業績に改善が見られ、緩やか

な景気回復傾向が続いているものの、財政の先行きに対する根強い不安を背景とした欧州経済の低迷や

中国、インド等新興諸国の景気拡大テンポの鈍化により、全体として停滞感を強めながら推移いたしま

した。 

一方、わが国経済は、東日本大震災の復興需要や自動車等を中心とした個人消費に支えられ堅調に推

移しましたが、世界経済の減速感の広がりや長期化する円高により、依然として先行きの不透明さを払

拭できない状況であります。 

電子部品業界におきましては、スマートフォン、タブレット端末等は引き続き堅調に推移し、今後も

しばらくは需要の柱として期待されるところであります。また、ハイブリッドカーの普及や車載情報機

器の増加、さらに今後普及期を迎えるスマートグリッドや高速通信網の構築など水晶デバイスに対する

需要は増加傾向にあると思われますが、反面、価格競争の激化、台湾、中国等の新興メーカーの台頭な

ど、市場環境は厳しい状況が続くものと思われます。 

このような中、当社グループではグローバルな競争力と高い収益性を持った企業体質への転換を図る

ため、全グループを挙げて事業構造の改善を進めております。国内工場の統合をはじめとした生産体制

の再編と徹底した経費削減、また提携関係にある株式会社村田製作所との協業をさらに推し進める中で

製品開発力の強化、生産活動の効率化、国内外の販売ネットワークの再構築などを行い、収益改善に向

けたさまざまな施策を実行しているところであります。 

この結果、当社グループの当第１四半期累計期間の業績につきましては、売上高2,486百万円(前年同

四半期比9.3％増)、営業利益115百万円(前年同四半期は302百万円の損失)、経常利益117百万円(前年同

四半期は352百万円の損失)、四半期純利益113千円(前年同四半期比51.8％減)となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当セグメントにおきましては、水晶発振器は数量、金額とも減少いたしましたが、水晶振動子、

水晶フィルターならびに光学製品が増加し、売上高2,234百万円(前年同四半期比4.6％増)、セグメ

ント利益(営業利益)66百万円(前年同四半期は302百万円の損失)となりました。 

当セグメントにおきましては、宇宙開発関連向け製品の大幅増加により、売上高251百万円(前年

同四半期比80.1％増)、セグメント利益(営業利益)48百万円(前年同四半期は0百万円の損失)となり

ました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

① 水晶製品事業

② 電子機器事業
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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62百万円増加し、12,245百万円

となりました。 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ42百万円減少し、9,272百万円となりました。 

主な要因は、未収入金及び未収消費税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104百万円増加し、2,973百万円となりました。 

主な要因は、設備投資に伴う有形固定資産の増加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て43百万円減少し、5,731百万

円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ8百万円減少し、4,824百万円となりました。 

主な要因は、買掛金及び賞与引当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35百万円減少し、907百万円となりました。 

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105百万円増加し、6,514百万

円となりました。 

主な要因は、四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加によるものであります。 

なお、自己資本比率は0.6ポイント増加し、53.2％となりました。 

  

平成25年３月期の業績見通しについては、平成24年５月18日に公表いたしました、連結業績予想に変

更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後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。 

なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

（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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,123,557 4,380,986

受取手形及び売掛金 2,255,288 2,492,031

商品及び製品 429,534 384,027

仕掛品 695,417 692,312

原材料及び貯蔵品 889,016 907,672

その他 922,131 415,908

貸倒引当金 △470 △530

流動資産合計 9,314,476 9,272,407

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 991,853 1,000,195

機械装置及び運搬具（純額） 391,214 502,176

土地 1,254,886 1,254,886

建設仮勘定 23,264 19,010

その他（純額） 35,383 32,357

有形固定資産合計 2,696,602 2,808,627

無形固定資産   

その他 63,687 62,172

無形固定資産合計 63,687 62,172

投資その他の資産   

投資有価証券 101,149 93,592

その他 7,961 9,108

投資その他の資産合計 109,111 102,700

固定資産合計 2,869,401 2,973,499

資産合計 12,183,877 12,245,907

－ 4 －

東京電波㈱（6900）　平成25年３月期　第１四半期決算短信



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,482,605 2,356,300

短期借入金 1,800,000 1,800,000

未払法人税等 24,078 9,057

賞与引当金 79,774 26,767

その他 446,466 632,202

流動負債合計 4,832,924 4,824,328

固定負債   

退職給付引当金 796,809 765,226

役員退職慰労引当金 46,990 －

繰延税金負債 72,884 71,035

その他 25,636 71,011

固定負債合計 942,320 907,273

負債合計 5,775,244 5,731,602

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,703,600 3,703,600

資本剰余金 4,134,160 4,134,160

利益剰余金 △1,380,156 △1,268,050

自己株式 △32,017 △32,017

株主資本合計 6,425,586 6,537,692

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,038 △4,441

為替換算調整勘定 △19,991 △18,945

その他の包括利益累計額合計 △16,953 △23,386

純資産合計 6,408,632 6,514,305

負債純資産合計 12,183,877 12,245,907
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,275,281 2,486,451

売上原価 2,289,746 2,112,168

売上総利益又は売上総損失（△） △14,464 374,282

販売費及び一般管理費 288,138 258,964

営業利益又は営業損失（△） △302,603 115,317

営業外収益   

受取利息 33 53

助成金収入 4,202 225

損害賠償金 － 60,892

その他 2,661 2,143

営業外収益合計 6,897 63,313

営業外費用   

支払利息 3,472 5,156

売上割引 902 1,291

為替差損 49,636 52,435

支払手数料 1,712 1,402

その他 1,113 519

営業外費用合計 56,838 60,806

経常利益又は経常損失（△） △352,544 117,825

特別利益   

固定資産売却益 1,028,078 －

特別利益合計 1,028,078 －

特別損失   

災害による損失 5,996 －

損害賠償金 23,315 －

事業構造改善費用 － 2,907

特別損失合計 29,312 2,907

税金等調整前四半期純利益 646,222 114,917

法人税、住民税及び事業税 3,302 2,523

法人税等調整額 408,052 △719

法人税等合計 411,355 1,803

少数株主損益調整前四半期純利益 234,867 113,113

四半期純利益 234,867 113,113

－ 6 －

東京電波㈱（6900）　平成25年３月期　第１四半期決算短信



 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 234,867 113,113

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △132 △7,479

為替換算調整勘定 986 1,046

その他の包括利益合計 853 △6,433

四半期包括利益 235,720 106,680

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 235,720 106,680

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)１.セグメント利益調整額1百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)１.セグメント利益調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。 

なお、これによる当第１四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント 調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２水晶製品事業 電子機器事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,135 139 2,275 ― 2,275

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 2,135 139 2,275 △0 2,275

セグメント利益 
又は損失(△)

△302 △0 △303 1 △302

(単位：百万円)

報告セグメント 調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２水晶製品事業 電子機器事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,234 251 2,486 ― 2,486

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 2,234 251 2,486 △0 2,486

セグメント利益 66 48 115 0 115

（５）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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