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平成 １５ 年 ３ 月期　　決算短信（連結）　　　　　平成 15 年 5 月 23日

上 場 会 社 名　長野日本無線株式会社　　　　　　　　　  　上場取引所　東

コ ー ド 番 号　６８７８　　　　　　　　　　　　　　　 　　 本社所在都道府県　長野県

（ＵＲＬ　http://www.njrc.co.jp/）

代　　表　　者 役職名 代表取締役社長 氏名 田中章博

問合せ先責任者 役職名 取締役総務本部長 氏名 若狭市博 ＴＥＬ　(026)285－1111
決算取締役会開催日　平成15 年 5月 23 日

米国会計基準採用の有無　　　無

１．15年 3月期の連結業績（平成14年 4月 1日～平成 15年 3月 31 日）

  (1)連結経営成績　　　　　　　　　　　　  （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

売 上 高 営業利益 経常利益

15年 3月期
14年 3月期

百万円　　％
　　　43,981   (△15.5)
　　　52,039　 (△ 8.9)

百万円　　％
　　△ 1,321  (     －)
　　△ 3,457  (     －)

百万円　　％
　　△ 1,932  (     －)
　　△ 3,568　(     －)

当期純利益 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

株主資本
当期純利益率

総 資  本
経常利益率

売 上 高
経常利益率

15 年 3月期
14年 3月期

      百万円　　％
△6,227   (    －)
△5,370   (    －)

　 円  銭

△203  10

△175  16

　  円  銭

　 －  －

   －  －

％

△160.9

△ 57.2

％

△ 4.3

△ 6.6

％

△ 4.4

△ 6.9

（注）①持分法投資損益 　　　　15 年 3 月期         －百万円  14 年 3 月期         －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 15 年 3 月期    30,659,701株  14 年 3 月期 　30,659,800株

　　　③会計処理の方法の変更　無

　　　④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)連結財政状態

総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

15年 3月期
14年 3月期

百万円
　　　40,440
　　　49,961

百万円
　　　   602
　　　 7,139

％
　　　　　  1.5
　　　　　 14.3

円　　銭
        19　　65
　　　 232    85

（注）期末発行済株式数（連結） 15 年 3 月期　  30,658,900株  14 年 3 月期 　30,659,800株

(3)連結キャッシュ・フローの状況
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         

15 年 3月期
14年 3月期

百万円
　 　    887
　 △    538

百万円
　 △　  781
　 △　  729

百万円
　 △　  476
　　　 1,909

百万円
       1,788
　　　 2,250

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

　連結子会社数 10 社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規)　　－社　(除外)　　－社　　　持分法(新規)　　－社　(除外)　　－社

２．16年 3月期の連結業績予想（平成15年 4 月 1日～平成 16年 3月 31日)

売 上 高 経 常 利 益 当期純利益

中間期

通　期

百万円

      　　　20,000

            40,500

百万円

               150

               700

百万円

           △  550

               500
(参考)1 株当たり予想当期純利益(通期)  　 16 円　31 銭
※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際
の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社 10 社、関連会社２社及びその他の

関係会社１社で構成されており、事業は機器及びデバイス等の製造販売を主な内容としておりま

す。

　なお、日清紡績㈱は当連結会計年度において、提出会社のその他の関係会社ではなくなりまし

た。

　　事業の系統図は次のとおりであります。
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㈱

子会社
ナ ガ ニ チ 物 流 ㈱

輸送・梱包部門

子会社
恩佳昇（連雲港）電子有限公司

製品・ 部 品

子会社
ナ ガ ニ チ デ バ イ ス ㈱

外 注 加 工

子会社
ナ ガ ニ チ シ ス テ ム ㈱

外 注 加 工

ソフトウェア
の 外 注子会社

長野日本無線エンジニアリング㈱

外 注 加 工
製 品

部 品

子会社
長野日本無線（香港）有限公司

子会社
北京新速電子
通 信 設 備
有 限 公 司

製品

製品・ 部 品

製品・ 部 品

製品・ 部 品

関連会社で持分法非適用会社
テレネット㈱、㈲山下電機工業所

外注等

製品･部品

外注加工

子会社
ナガノコミュ
ニケーション
ズ 販 売 ㈱

材料等の物流管理

 子会社

 ナ ガ ノ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス ㈱

外 注 加 工 子会社

 飯 山 日 本 無 線 ㈱
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２．経営方針

１． 経営の基本方針

　当社グループは、「豊かな自然を背景に、技術革新に努力し、生産活動を通じて広く社

会に貢献する」を経営理念としております。そして情報通信技術を主体としたメーカーと

して社会のニーズを追求し、品質の良い製品とサービスを供給する体制を確立するために

次の事項を経営基本方針としております。

　（１）顧客本位　　常に顧客満足度を追求し、顧客優先の精神に徹する

　（２）品質至上　　創意工夫により品質を向上し、優れた商品とサービスを提供する

　（３）人間尊重　　活気に満ちた職場を築き、会社を取りまく全ての人々の幸せのため

　　　　　　　　　　に努力する

２． 利益配分に関する基本方針

　当社の利益配分につきましては、今後の事業展開を勘案して、事業基盤の安定と拡充に

備えるための内部留保の充実を図りつつ、株主の皆様に対する利益還元を重要施策の一つ

と考えており、安定した配当を堅持することを基本方針としております。

　しかしながら、当期につきましては経営成績に記載のとおり多額な当期純損失を計上せ

ざるを得ない状況となりましたことから、誠に遺憾ながら配当を見送らせていただくこと

にいたしました。

　現在、業績回復を目指し、3 項に記載の経営再建計画を実施しており、早期に株主の皆

様のご期待にお応え出来ますように、当社グループの総力を結集して取り組んでおります。

３． 中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、平成 14 年６月より経営再建計画「プロジェクト・Ｒ」を実施してま

いりました。具体的には、管理の徹底による変動費の削減、早期退職優遇制度の導入、賃

金カット・賞与削減、営業所の統廃合をはじめとした固定費の削減等に努めてまいりまし

た。さらに、現在、施策の一環として今後の事業の収益性・拡張性その他要因を勘案し一

部事業の営業譲渡を視野に入れた事業再編等を検討しております。上記のような状況と、

長引く景気低迷の状況を踏まえ、計画を修正するとともに成果の実現を加速させる諸施策

を加えた３ヶ年の経営再建計画を策定いたしました。また、今後専任者を配置して進捗管

理を行うことにより確実に本計画を遂行することに加えて、経営再建を確実に進めるため

にさらに事業の見直し等の追加諸施策を外部専門家の協力を得ながら継続して検討してい

く所存であります。

　内容につきましては、大きく２つに分かれ、収益力と強固な財務基盤の構築を目指した

施策と今後更なる成長を達成するための施策とに分けて実施してまいります。

　第 1 ステップとしまして、営業利益率３%以上を確保できる体制の構築を図り、有利子

負債の削減を図ります。

　主な施策としましては、以下の項目を実施いたします。

　（１）コスト削減 ：　変動費、固定費（人件費・経費）のさらなる削減

　（２）資産効率の改善 ：　売掛債権回収サイト・棚卸資産回転期間の短縮

　（３）退職金制度の変更：　退職金制度変更の検討・実施
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　（４）新人事制度の導入：　年功序列型から成果主義への移行

　（５）事業構造の改革 ：　①事業部門の再構築

（ビジネスユニット化、経営資源の再配分）

　　②生産部門の再構築

　 （当社と子会社との住み分け、国内子会社の再編）

　　③適正人員の把握と有効活用

　なお、施策の一環として、平成 13 年３月から進めておりました米国 Vicor 社との協業に

つきましては、事業環境の変化等を勘案し契約解消の予定となっております。

　また、現在７社ある国内子会社のうち５社を再編し、製造子会社１社およびサービス子

会社１社とするとともに、生産技術部門等を当社に集約し、中小量産品の製造・検査は製

造子会社に集約する方針であります。

　これにより、需給バランスに見合う製造体制の構築とコスト対応力の強化を図ってまい

ります。

　第２ステップとしましては、さらなる成長を達成するための施策として、以下の項目を

実施してまいります。

　（１）自主企画商品の創出 ：　進行中の新規プロジェクトの完遂

　（２）異業種とのアライアンス ：　新商品の創出、販路の拡大、事業の拡大

　（３）新ビジネスモデルの創出 ：　バランスのとれた事業ポートフォリオへ展開

　スケジュールにつきましては、第 1 ステップにつきましては、既に検討を重ねており、

平成 15 年度中に、具体的な施策を実施してまいります。第２ステップにつきましては、

３ヶ年の計画に基づき実施を開始しております。

　以上、計画の詳細については、経営再建計画として添付しております。

　当社は、この経営再建計画に基づき諸施策を遂行することで早期に利益創出を可能とす

べく事業展開を図ってまいります。

　資金計画につきましては、経営再建計画の一環としての早期退職による割増退職金なら

びに割増償還権が行使された場合の転換社債償還資金等の資金調達につきましては、一部

事業の営業譲渡をはじめとする自助努力で調達を計画しております。

４． コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

　当社は、従来から経営監視機能の強化、利益責任体制の明確化が図れる組織を基本とし、

コーポレートガバナンスの充実が、企業の透明性、公正性、健全性を向上させるための重

要課題と認識して施策を実施しております。

　当社は、常勤役員による「常勤役員会」を毎月３回開催し、意思決定の迅速性と透明性

に努めております。また、監査役制度採用の下、社外監査役３名を選任し、経営の監視機

能の強化を図っております。

　内部監査体制として監査室を設け、随時必要な内部監査を実施しております。

公認会計士監査は、監査法人トーマツに依頼し、公正な監査を実行できる環境を整えてお

ります。また、顧問弁護士は、３弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバ

イスを受けております。

　当社は、株主重視の方針に則って、株主懇話会を開催するなど、積極的にＩＲ活動を推
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進しております。

　

５．決算公告の電子化

　当社は、従来の定款に定める日本経済新聞への掲載に代え、電磁的方法により提供する

ことを決議し、ホームページ上に掲載することといたしました。

ホームページアドレスは、下記のとおりであります。

http://www.njrc.co.jp/

３．経営成績および財政状態

１．経営成績

　①当連結会計年度の概況

　当連結会計年度のわが国経済は、世界経済の先行き不透明感が一層深まる中で、デフレ

のさらなる進行に加え、個人消費の低迷、設備投資の削減および雇用環境の悪化等、引き

続き厳しい経済状況が続きました。

　電子通信機器業界では、ＩＴ不況の影響とアジア地域への製造移管等により、需要の減

少、価格の下落が加速し、依然として厳しい環境下にありました。

　このような経営環境の下、当連結会計年度の受注高は 402 億７千６百万円と前連結会計

年度に比べ 102 億６千４百万円（20.3％）減少し、売上高は 439 億８千１百万円と前連結

会計年度に比べ 80 億５千８百万円（15.5％）減少いたしました。

　利益につきましては、平成 14 年６月より経営再建計画「プロジェクト・Ｒ」を実施し、

営業所の統廃合、設備投資の削減、経費および人件費の削減を行いましたが、主要顧客へ

の売上高の減少、価格の下落等により、経常損失は 19 億３千２百万円（前連結会計年度

は経常損失 35 億６千８百万円）となりました。また、特別損失として、たな卸資産整理

損、転換社債に係る為替差損および退職給付会計基準変更時差異処理額等を計上したこと

により、当期損失は 62 億２千７百万円（前連結会計年度は当期損失 53 億７千万円）とな

りました。

　なお、事業の機種別セグメント業績は次のとおりであります。

（機器関連）

　公共事業に関する機器を中心とした制御機器、衛星搭載用機器が中心の衛星機器、ネッ

トワーク端末機器などの情報機器、情報端末等の情報システム機器およびコピー機を中心

とした画像記録機器が減少いたしました。

　この結果、売上高 204 億９百万円と前連結会計年度に比べ 65 億４千８百万円（24.3%）

の減少となりました。営業損益につきましては前連結会計年度６億４千１百万円の営業損

失に対して当連結会計年度３億９千９百万円の営業損失となりました。
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（デバイス関連）

  自動車用ＡＢＳセンサおよび官庁向けの特殊電源は増加いたしましたが、パソコン用Ａ

Ｃアダプタおよび携帯機器用充電器などのＯＡ電源が減少いたしました。

　この結果、売上高 235 億７千１百万円と前連結会計年度に比べ 15 億９百万円（6.0%）

の減少となりました。営業損益につきましては前連結会計年度 13 億８百万円の営業損失

に対して当連結会計年度２億７千８百万円の営業利益となりました。

  ②次事業年度の見通し

　今後の見通しにつきましては、政府の景気回復への諸施策が期待されますが、景気の低

迷、デフレ経済の深刻化、厳しさを増す雇用情勢等さまざまな問題を抱え、引き続き厳し

い状況が続くものと思われます。

　当社グループはこのような環境下において、収益力と強固な財務基盤の構築およびさら

なる利益の創出に向けて、経営再建計画を策定いたしました。当社グループは本計画に基

づき諸施策を強力に推進する所存であります。

　現時点での次事業年度の業績見通しにつきましては、次のとおりであります。

　　（次期連結事業見通し）

売上高 405 億円

経常利益   7 億円

当期純利益   5 億円

　　（次期単独事業見通し）

売上高 360 億円

経常利益   8 億円

        当期純利益   6 億円

２．財政状態

　当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という。）

は、期首に比べ４億６千２百万円減少し、当連結会計年度末残高は 17 億８千８百万円と

なりました。

　当連結会計年度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、８億８千７百万円（前連結会計年度比 14 億２千６百

万円増）となりました。これは主に税金調整前当期純損失 53 億９千７百万円および仕入

債務の減少額 29 億２千５百万円等を、売上債権の減少額 30 億１千２百万円およびたな卸

資産の減少額 46 億８千７百万円等で相殺した結果であります。

　投資活動の結果使用した資金は、７億８千１百万円（前連結会計年度比５千１百万円増）

となりました。これは主に有形固定資産の取得５億１千万円と定期預金の預入３億１千４

百万円によるものであります。

　財務活動の結果使用した資金は、４億７千６百万円（前連結会計年度比 23 億８千５百



7

万円減）となりました。これは主に社債の償還による支出６億６千８百万円によるもので

あります。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成 13 年３月期 平成 14 年３月期 平成 15 年３月期

自己資本比率（％） 19.8 14.3 1.5

時価ベースの自己資本比率（％） 28.7 17.2 7.8

債務償還年数（年） － － 28.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 2.5

（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数総額（自己株式控除後）により

　　　　　算出しております。

　　　４．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ

　　　　　シュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されてい

　　　　　る負債のうち利子の負担を伴うすべての負債を対象としております。また、利払い

　　　　　につきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払い額を使用しており

　　　　　ます。

　　　５．平成 13 年３月期と平成14 年３月期の債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・

　　　　　レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりま

　　　　　せん。
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        ４．連結貸借対照表
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　　　（単位：百万円）

前連結会計年度

（平成 14 年 3 月 31 日現在）

当連結会計年度

（平成 15 年 3 月 31 日現在） 比較増減

　　　　　　期　　別

　科　　目 金　　額 構成比 金　　額 構成比

（資産の部）

Ⅰ  流動資産

% %

　１．現金及び預金 4,312 4,164 △147

  ２．受取手形及び売掛金 17,822 14,544 △3,278

  ３．たな卸資産 15,735 10,949 △4,786

  ４．繰延税金資産 19 34 15

　５．その他 691 936 244

  ６．貸倒引当金 △32 △29 2

    流動資産合計 38,549 77.2 30,599 75.7 △7,949

Ⅱ　固定資産

  １．有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 2,771 2,603 △167

　(2) 機械装置及び運搬具 1,444 1,309 △134

  (3) 土地 3,792 3,804 12

  (4) 建設仮勘定 6 0 △5

  (5) その他 653 525 △128

    有形固定資産合計 8,667 17.3 8,242 20.4 △424

  ２．無形固定資産 109 0.2 89 0.2 △19

　３．投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 973 725 △247

  (2) 繰延税金資産 1,154 384 △770

  (3) その他 538 476 △61

  (4) 貸倒引当金 △31 △77 △46

　　投資その他の資産合計 2,634 5.3 1,507 3.7 △1,126

    固定資産合計 11,411 22.8 9,840 24.3 △1,571

    資産合計 49,961 100.0 40,440 100.0 △9,520
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                                                                  　　　    （単位：百万円）

前連結会計年度

（平成 14 年 3 月 31 日現在）

当連結会計年度

（平成 15 年 3 月 31 日現在）

　　　　　　期　　別

　科　　目 金　　額 構成比 金　　額 構成比

比較増減

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

% %

　１．支払手形及び買掛金 11,510 8,236 △3,273

  ２．短期借入金 19,805 20,007 201

  ３．一年内返済予定長期借入金 8 500 491

  ４．未払法人税等 188 49 △138

  ５．未払費用 396 289 △106

  ６．転換社債割増償還損失引当金 － 122 122

  ７．その他 1,083 652 △430

    流動負債合計 32,992 66.0 29,857 73.8 △3,135

Ⅱ　固定負債

  １．社債 1,965 1,965 －

  ２．転換社債 2,440 2,568 128

　３．長期借入金 500 － △500

　４．退職給付引当金 4,017 4,634 617

  ５．役員退職慰労引当金 184 126 △58

  ６．再評価に係る繰延税金負債 579 561 △18

  ７．その他 6 1 △5

　　固定負債合計 9,693 19.4 9,857 24.4 164

    負債合計 42,686 85.4 39,715 98.2 △2,970

（少数株主持分）

　　少数株主持分 135 0.3 122 0.3 △13

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,154 6.3 － － △3,154

Ⅱ　資本準備金 2,350 4.7 － － △2,350

Ⅲ　再評価差額金 808 1.6 － － △808

Ⅳ　連結剰余金 528 1.1 － － △528

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 2 0.0 － － △2

Ⅵ　為替換算調整勘定 294 0.6 － － △294

Ⅶ　自己株式 △0 △0.0 － － △0

    資本合計 7,139 14.3 － － △7,139



10

                                                                                    （単位：百万円）

前連結会計年度

（平成 14 年 3 月 31 日現在）

当連結会計年度

（平成 15 年 3 月 31 日現在） 比較増減
　　　　　　期　　別

　科　　目 金　　額 構成比 金　　額 構成比

Ⅰ　資本金 －

%

　　－ 3,154

%

7.8

%

3,154

Ⅱ　資本剰余金 － － 2,350 5.8 2,350

Ⅲ　利益剰余金 － － △5,709 △14.1 △5,709

Ⅳ　土地再評価差額金 － － 827 2.0 827

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 － － △96 △0.2 △96

Ⅵ　為替換算調整勘定 － － 76 0.2 76

Ⅶ  自己株式 － － △0 △0.0 △0

    資本合計 － － 602 1.5 602

負債、少数株主持分

及び資本合計
49,961 100.0 40,440 100.0 △9,520
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　　５．連結損益計算書   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　         （単位：百万円）

前連結会計年度

自㍻ 13 年 4 月 1 日

至㍻ 14 年 3 月 31 日

当連結会計年度

自㍻ 14 年 4 月 1 日

至㍻ 15 年 3 月 31 日 比較増減

　　　　　　　　　

                  期　　別

　科　　目
金    額 百分比 金    額 百分比

Ⅰ　売上高 52,039

%

100.0 43,981

%

100.0 △8,058

Ⅱ　売上原価 49,737 95.6 40,264 91.5 △9,473

      売上総利益 2,302 4.4 3,717 8.5 1,415

Ⅲ　販売費及び一般管理費 (5,759) 11.0 (5,038) 11.5 (△720)

  １．荷造発送費 744 756 11

  ２．貸倒引当金繰入額 26 56 29

  ３．給料手当 2,165 1,890 △275

  ４．退職給付費用

　５．役員退職慰労引当金繰入額

167

64

162

46

△5

△17

  ６．その他 2,590 2,126 △464

      営業損失 3,457 △6.6 1,321 △3.0 2,136

Ⅳ　営業外収益 (329) 0.6 (105) 0.2 (△223)

１．受取利息 34 10 △24

  ２．受取配当金 8 7 △0

  ３．受取賃貸料 58 65 7

　４．為替差益 182 － △182

  ５．その他 45 22 △22

Ⅴ　営業外費用 1.6 (276)

  １．支払利息

(441)

309

0.9 (717)

326 17

  ２．売上債権売却損 52 15 △36

  ３．社債発行費 32 － △32

  ４．転換社債買入消却損 － 103 103

  ５．為替差損 － 197 197

  ６．その他 47 73 25

   　 経常損失 3,568 △6.9 1,932 △4.4 1,636

Ⅵ　特別利益 (414) 0.8 (－) (△414)

  １．固定資産売却益 153 － △153

　２．収用補償金 251 － △251

  ３．その他 9 － △9

Ⅶ　特別損失 (2,297) 4.4 (3,465) 7.9 (1,167)

  １．固定資産除却損 － 47 47

  ２．たな卸資産整理損 1,600 1,371 △229

  ３．転換社債に係る為替差損 － 693 693

  ４．退職給付会計基準変更時差異処理額 682 682 0

  ５．割増退職金 － 346 346

  ６．投資有価証券評価損 12 150 138

  ７．転換社債割増償還損失引当金繰入額 － 122 122

  ８．ゴルフ会員権評価損 2 40 38

  ９．その他 － 11 11

    税金等調整前当期純損失 5,451 △10.5 5,397 △12.3 △53
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前連結会計年度
自㍻ 13 年 4 月 1 日

至㍻ 14 年 3 月 31 日

当連結会計年度
自㍻ 14 年 4 月 1 日

至㍻ 15 年 3 月 31 日 比較増減

　　　　　　　　　

                  期　　別

　科　　目
金    額 百分比 金    額 百分比

    法人税、住民税及び事業税 85

%

0.2 85

%

0.2 0
　　過年度法人税、住民税及び事業税 180 0.3 － － △180

　　法人税等調整額 △329 △0.6 763 1.7 1,092

    少数株主損失 18 0.1 19 0.0 0

    当期純損失 5,370 △10.3 6,227 △14.2 △856
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  ６．連結剰余金計算書
                                              　　　　 　　　　　　                     （単位：百万円）

前連結会計年度

自　平成13年4月 1日

至　平成14年3月31日

当連結会計年度

自　平成14年4月 1日

至　平成15年3月31日
　　　　　　　　　　期　　別

　科　　目
金 　　　　額 金　 　　　額

Ⅰ　連結剰余金期首残高 6,077 －

Ⅱ　連結剰余金減少高

１．配当金

２．取締役賞与金

122

56 179

－

－ －

Ⅲ　当期純損失 5,370 －

Ⅳ　連結剰余金期末残高 528 －

（資本剰余金の部）

Ⅰ 資本剰余金期首残高 － 2,350

Ⅱ 資本剰余金期末残高 － 2,350

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高 － 528

Ⅱ 利益剰余金減少高

１．当期純損失

２．取締役賞与金

－

－

6,227

10 6,237

Ⅲ 利益剰余金期末残高 － △5,709
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７．連結キャッシュ・フロー計算書

                                                                           　       (単位：百万円）

前連結会計年度

自 平成 13 年 4 月１ 日

至 平成 14 年 3 月 31 日

当連結会計年度

自 平成 14 年 4 月１ 日

至 平成 15 年 3 月 31 日
　　　　　　　　    　　　　期   　 別

   科      目 金         額 金         額

Ⅰ 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（△) △5,451 △5,397

     減価償却費 920 737

　　 退職給付引当金の増加額 809 617

     役員退職慰労引当金の増（減△）額 32 △58

     貸倒引当金の増加額 0 43

     転換社債割増償還損失引当金の増加額 － 122

     転換社債に係る為替差損 － 693

     投資有価証券評価損 － 150

     受取利息及び受取配当金 △43 △17

     支払利息 309 326

     転換社債買入消却損 － 103

     収用補償金 △ 251 －

     固定資産売却損益 △ 153 0

     固定資産除却損 － 49

     ゴルフ会員権評価損 2 40

　   売上債権の減少額 8,374 3,012

     たな卸資産の減少額 3,029 4,687

     その他流動資産の増加額 △113 △280

     仕入債務の減少額 △ 7,132 △2,925

     未払費用の減少額 △62 △96

     未払消費税等の増(減△)額 212 △115

     その他流動負債の減少額 △440 △315

　   役員賞与の支払額 △43 △10

     その他 127 78

　　　 　小 計 126 1,446

     利息及び配当金の受取額 43 17

     利息の支払額 △310 △352

     法人税等の支払額 △398 △224

   営業活動によるキャッシュ・フロー △538 887

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

     定期預金の預入による支出 － △314

     定期預金の払戻による収入 78 －

     有形固定資産の取得による支出 △787 △510

     有形固定資産の売却による収入 160 32

     収用補償金による収入 251 －

　　 投資有価証券の取得による支出 △406 △4

     その他投資による収入(支出△） △26 15

   投資活動によるキャッシュ・フロー △729 △781

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

     短期借入金の純増加額 2,235 201

　　 長期借入金の返済による支出 △508 △8

     社債発行による収入 1,965 －

     社債の償還による支出 △1,659 △668

     自己株式取得による支出 － △0

     配当金の支払額 △122 －

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,909 △476

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 49 △91

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） 690 △462

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,560 2,250

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,250 1,788
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８．継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度

自　平成 13 年 4 月 1 日
至　平成 14 年 3 月 31 日

当連結会計年度

自　平成 14 年 4 月 1 日
至　平成 15 年 3 月 31 日

　　　　　　　　　　　

　ＩＴ不況等の影響を受け、価格下落による利益率の低下が著し

く、前連結会計年度 53 億７千万円、当連結会計年度 62 億２千７百
万円と多額な当期損失を計上した結果、当期末の純資産は大幅に減

少し６億２百万円となっております。
　当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

おります。

　当社は前連結会計年度の多額な損失計上を受けて、平成 14 年６
月より経営再建計画「プロジェクト・Ｒ」を実施し、固定費の削減

等に努めてまいりました。さらにこの度、重要な疑義を解消すべく
「プロジェクト・Ｒ」の見直しを行い、事業再編等を含めた３ヵ年

の経営再建計画を策定し、今後専任者を配置して進捗管理を行うこ

とにより確実に本計画を遂行することに加えて、経営再建を確実に
進めるためにさらに事業の見直し等の追加諸施策を外部専門家の協

力等を得ながら継続して検討していくことを平成 15 年５月 20 日開
催の取締役会で決議いたしました。

　見直し後の経営再建計画の骨子は次のとおりであります。

(1)   不採算機種から撤退し自主企画商品の拡大を図るため、一部
事業の営業譲渡を視野に入れた事業再編をはじめ、社内のビジ

ネスユニット化や国内子会社の組織再編等、大幅な事業の見直

しを図ることで経営資源の再配分を行う予定です。
(2)   購入先・外注先の絞込みや設計段階における低コスト管理強

化等により変動費比率を低減するとともに、早期退職等による
人件費の削減を主体に固定費を大幅に削減する予定です。

　また、退職給付費用の大幅な削減と将来における退職金負担

リスクの軽減を図るため、退職金制度の変更を年内を目処に計
画しております。

(3)   事業の再編、客先構成の見直しによる回収条件の改善、工程
改革等による資産効率の改善、変動費および固定費の削減によ

って有利子負債を大幅に削減する予定です。

　　
　また、経営再建計画の一環としての早期退職による割増退職金な

らびに割増償還権が行使された場合の転換社債償還資金等の資金調
達につきましては、一部事業の営業譲渡等による自助努力での調達

を計画しております。なお、一時的な不足資金につきましては、主

力金融機関より必要に応じて資金調達に協力いただける旨の内諾を
得ております。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該継続

企業の前提に関する重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。
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　９．連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

 　　　　　　　　　　　　　 　 期　別

       項 　目

当連結会計年度

自　平成 14 年 4 月 1 日
至　平成 15 年 3 月 31 日

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社数　　　　10 社

連結子会社名は「１．企業集団の状況」に記載している
ため、省略しております。

連結の範囲から除外した子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項 関連会社２社（テレネット㈱、㈲山下電機工業所）につ

いては、それぞれ連結純損益及び連結剰余金に及ぼす影
響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、

これらの会社に対する投資については持分法を適用せず
原価法により評価しております。

３．連結子会社の決算日等に関する事項 連結子会社のうち、長野日本無線（香港）有限公司、恩
佳昇（連雲港）電子有限公司及び北京新速電子通信設備

有限公司の決算日は 12 月 31 日であります。連結決算日

との差が３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の事業
年度に係る財務諸表を基礎として連結を行っており、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。他７社の決算日はすべて連

結決算日と一致しております。

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
①  有価証券 その他有価証券

　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
部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）
　時価のないもの

  　移動平均法に基づく原価法
②  デリバティブ

③  たな卸資産

時価法

製品及び仕掛品
　個別法及び総平均法に基づく原価法

原材料及び貯蔵品

　移動平均法に基づく原価法
(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 　当社及び国内連結子会社７社は定率法、在外連結子会
社３社はそれぞれの所在地国の会計基準の規定に基づく

定額法を採用しております。

　ただし、当社及び国内連結子会社７社については、平
成 10 年４月１日以降取得した建物（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　　　　　　　　　10 年～38 年

　機械装置及び運搬具　　　　　　 　4年～11 年
(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を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。
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 　　　　　　　　　　　　　 　 期　別

       項 　目

当連結会計年度

自　平成 14 年 4 月 1 日
至　平成 15 年 3 月 31 日

② 転換社債割増償還損失引当金 　転換社債の割増償還権の行使に伴う損失に備えるた

め、損失発生見込み額を計上しております。
③ 退職給付引当金 　当社及び国内子会社５社は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、会計基準変更時差異（3,410百万円）について
は５年による按分額を費用処理しております。数理計算

上の差異は、各連結会計年度の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。過去勤務債務は、その発生時に一
括費用処理しております。

④ 役員退職慰労引当金 　当社及び国内連結子会社７社は役員の退職慰労金支給
に備えるため、内規に基づく役員退職慰労金の期末要支

給額を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通
貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。
　なお、在外子会社等の資産、負債及び損益項目は連結

決算日の直物為替相場により円貨に換算しております。

(5) 重要なリース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・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方法によってお
ります。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要

　な事項
　① 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

　② 自己株式及び法定準備金の取崩等に

関する会計基準

「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」

（企業会計基準第１号）が平成 14 年４月１日以降に適用

されることになったことに伴い、当連結会計年度から同
会計基準によっております。これによる当連結会計年度

の損益に与える影響は軽微であります。
なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の資本の部及び連結剰余金計算

書については、改正後の連結財務諸表規則により作成し
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

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価
評価法を採用しております。

６．利益処分項目等の取り扱いに関する事
項

連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した利益処
分に基づいて作成しております。

７．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

現金等価物）は、手許現金、随時引出し可能な預金、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、取得日から３ヶ月以内に償還
期限の到来する短期投資からなっております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

　　　

    　　　　　　　 　期　別
　     項　目

前連結会計年度末

(平成 14 年 3 月 31 日現在)

当連結会計年度末

(平成 15 年 3 月 31 日現在)

１．有形固定資産減価償却累計額 12,156 百万円 12,125 百万円

２．関連会社に対する資産
　　 投資有価証券(株式)

　　 投資その他の資産「その他」

3 百万円

3百万円

0百万円

0百万円

３．土地の再評価に関する事項 「土地の再評価に関する法律(平成 10
年３月 31 日公布法律第 34 号)」及び
「土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律(平成 13 年３月 31 日公

布法律第 19 号)」に基づき、平成 14
年３月 31 日に事業用土地の再評価を

行い、当該評価差額に係る税金相当額
を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に計上し、これを控除した

金額を「再評価差額金｣として資本の部
に計上しております｡

 当該事業用土地の再評価前の帳簿価額
　　　　　　　 　　  2,403 百万円

 当該事業用土地の再評価後の帳簿価額

                     3,792 百万円
 再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令
(平成 10 年３月 31 日公布政令第 119
号）」第２条第５号に定める不動産鑑

定士による鑑定評価に拠っておりま
す。

「土地の再評価に関する法律(平成 10 年

３月 31 日公布法律第 34 号)」及び「土
地の再評価に関する法律の一部を改正す

る法律(平成 13 年３月 31 日公布法律第

19 号)」に基づき、平成 14 年３月 31 日
に事業用土地の再評価を行い、当該評価

差額に係る税金相当額を「再評価に係る
繰延税金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金｣として資本の部に計上しており
ます｡

 再評価の方法
  「土地の再評価に関する法律施行令

(平成 10 年３月 31 日公布政令第 119
号）」第２条第５号に定める不動産鑑定
士による鑑定評価に拠っております。

再評価を行った土地の期末における時価
と再評価後の帳簿価額との差額

△ 543 百万円

（注）上記差額には「再評価に係る繰延
税金負債」相当額を含んでおります。

４．担保資産
(イ) 工場財団抵当権、工場財団

根抵当権、根抵当権及び質

権に供している資産
     

土地

建物及び構築物
機械装置及び運搬具

2,303 百万円

1,298 百万円
85 百万円

土地

建物及び構築物

機械装置及び運搬具
投資有価証券

2,319 百万円

1,228 百万円

54 百万円
285 百万円

　計 3,687 百万円 　計 3,888 百万円

短期借入金
社債

長期借入金

3,380 百万円
1,800 百万円

500 百万円

短期借入金
一年内返済長期借入金

社債

3,580 百万円
500 百万円

1,800 百万円

(ロ)上記に対応する債務

　計 5,680 百万円   計 5,880 百万円

５．受取手形割引高

６．受取手形裏書譲渡高

857 百万円

4百万円

160 百万円

5百万円

７．連結会計年度末日満期手形 連結会計年度末日満期手形の会計処理
は、手形交換日をもって決済処理して

おります。
　なお、当連結会計年度末日は金融機

関が休日であったため、次の連結会計

年度末日満期手形が連結会計年度末残
高に含まれております。

受取手形　　　　　　  　28 百万円
支払手形　　　　 　　  596 百万円

設備等支払手形　 　　　  3 百万円

                           

８．消費税等の会計処理 未払消費税等は、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

未払消費税等は、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。
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（連結損益計算書関係）

　　　　 　　　　　　 　期　別

　       項　目

前連結会計年度

自　平成１３年４月  １日
至　平成１４年３月３１日

当連結会計年度

自　平成１４年４月  １日
至　平成１５年３月３１日

１．一般管理費及び当期製造費用に

含まれる研究開発費

　　　　　　 　     1,116 百万円 　　　　　　 　      788 百万円

２．固定資産売却益の内訳 土地　　　　　　　　 153 百万円         　　　　　　　　

３．固定資産除却損の内訳         　　　　　　　　 建物及び構築物
機械装置及び運搬具

工具器具及び備品

2 百万円
32 百万円

12 百万円

４．たな卸資産整理損の内訳 製品処分損
製品評価損

仕掛品評価損

129 百万円
27 百万円

1,444 百万円

製品処分損
仕掛品処分損

原材料処分損

原材料評価損

186 百万円
1,005 百万円

128 百万円

49 百万円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　
　　        　　 　期　別

          項　目

前連結会計年度

自　平成１３年４月  １日
至　平成１４年３月３１日

当連結会計年度

自　平成１４年４月  １日
至　平成１５年３月３１日

現金及び預金勘定預

金期間が３ヶ月を超
える定期預金

4,312 百万円

△2,061 百万円

現金及び預金勘定

預金期間が３ヶ月を
超える定期預金

4,164 百万円

△2,376 百万円

現金及び現金同等物 2,250 百万円 現金及び現金同等物 1,788 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記
    載されている科目の金額と

    の関係
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（セグメント情報）

　前連結会計年度（自平成13年4月1日 至平成14年3月31日） 

１．事業の種類別セグメント情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

機　　器 デバイス 計 消去又は全社 連　結

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

    (2)セグメント間の内部売上高又は振替高

26,958

       　　　4

  　 25,081

      　121

   　52,039

126

         －

     (126)

      52,039

　　　　 －

            計     26,963 25,202 52,165        (126)        52,039

 　 営業費用 27,604 26,511 54,116 1,380        55,497

　  営業利益又は営業損失（△） △641 △1,308 △1,950 　   (1,506)      △3,457

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

　　 資産     23,176 20,129 43,306 6,654 49,961

 　　減価償却費 367 477 844 75 920

 　　資本的支出 257 367 625 28 653

　　（注）１．事業区分の方法

           　当社の事業区分の方法は、製造方法及び製品の類似性等により下記のとおり区分いたしております。

事　業　区　分 主 要 製 品                     

 機 器 関 連       防災無線装置、衛星通信装置、遠隔制御装置、複写機、ファクシミリ、発券機

 デバイス関連       各種電源装置、ＡＣアダプタ、自動車用ABSセンサ、光デバイス

         ２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用は管理部門に係る費用であり、その金額は

　　　　　　1,380百万円であります。

          ３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は余資運用資金、管理部門に係る資産であり、

その金額は6,654百万円であります。

２．所在地別セグメント情報 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：百万円）

日　　本 アジア 計 消去又は全社 連　結

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

    (2)セグメント間の内部売上高又は振替高

47,446

-

  　 4,593

     9,703

52,039

9,703

         －

     (9,703)

52,039

　　　　 －

            計 47,446 　14,296 61,743      (9,703) 52,039

    営業費用 49,167 14,596 63,763      (8,266) 55,497

    営業利益又は営業損失（△） △1,721 △299 △2,020      (1,437) △3,457

Ⅱ. 資産 41,223 6,120 47,343      2,617 49,961

（注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります

    ア ジ ア      ・・・香港、中華民国、中華人民共和国

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用は管理部門に係る費用であり、その金額

は1,380百万円であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は余資運用資金、管理部門に係る資産でり、

その金額は6,654百万円であります。

３. 海外売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

ア　ジ　ア その他の地域 計

 Ⅰ  海外売上高          4,731     　　   3,239      　   7,970

 Ⅱ  連結売上高   　     52,039

 Ⅲ  海外売上高の連結売上高に占める割合          9.1％     　     6.2％ 　       15.3％

（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 　 ア ジ ア      ・・・香港、中華民国、中華人民共和国

  　その他の地域・・・アメリカ合衆国、ドイツ等

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。
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　　　当連結会計年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日） 

１．事業の種類別セグメント情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

機　　器 デバイス 計 消去又は全社 連　結

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

    (2)セグメント間の内部売上高又は振替高

20,409

2

23,571

115

43,981

117

－

(117)

43,981

－

            計 20,412 23,687 44,099 (117) 43,981

 　 営業費用 20,812 23,409 44,221 1,081 45,302

　  営業利益又は営業損失（△） △399 278 △121 (1,199) △1,321

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

　　 資産 19,258 15,315 34,574 5,866 40,440

 　　減価償却費 326 366 693 44 737

 　　資本的支出 81 309 391 3 395

　　（注）１．事業区分の方法

           　当社の事業区分の方法は、製造方法及び製品の類似性等により下記のとおり区分いたしております。

事　業　区　分 主 要 製 品                     

 機 器 関 連       防災無線装置、衛星通信装置、遠隔制御装置、複写機、ファクシミリ、発券機

 デバイス関連       各種電源装置、ＡＣアダプタ、自動車用ABSセンサ、光デバイス

         ２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用は管理部門に係る費用であり、その金額は

　　　　　　1,081百万円であります。

          ３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は余資運用資金、管理部門に係る資産であり、

その金額は5,866百万円であります。

２．所在地別セグメント情報 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：百万円）

日　　本 アジア 計 消去又は全社 連　結

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

    (2)セグメント間の内部売上高又は振替高

40,710

182

3,271

8,337

43,981

8,520

－

(8,520)

43,981

－

            計 40,892 11,609 52,502 (8,520) 43,981

    営業費用 41,380 11,274 52,654 (7,351) 45,302

    営業利益又は営業損失（△） △487 335 △152 (1,168) △1,321

Ⅱ. 資産 32,786 4,643 37,430 3,010 40,440

（注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

    ア ジ ア      ・・・香港、中華民国、中華人民共和国

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用は管理部門に係る費用であり、その金額は

    1,081百万円であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は余資運用資金、管理部門に係る資産であり、

その金額は5,866百万円であります。

３. 海外売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

ア　ジ　ア その他の地域 計

 Ⅰ  海外売上高 3,691 3,742       7,434

 Ⅱ  連結売上高      43,981

 Ⅲ  海外売上高の連結売上高に占める割合         8.4％     　  8.5％ 　     16.9％

（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

   ア ジ ア      ・・・香港、中華民国、中華人民共和国

   その他の地域・・・アメリカ合衆国、ドイツ等

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。
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　（リース取引関係）

前連結会計年度

自　平成１３年４月  １日

至　平成１４年３月３１日

当連結会計年度

 自　平成１４年４月  １日

至　平成１５年３月３１日

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

    相当額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

　　相当額及び期末残高相当額

    (1)取得価額相当額     (1)取得価額相当額
 建物及び構築物

 機械装置及び運搬具
（有形固定資産）その他

38 百万円

276 百万円
293 百万円

 建物及び構築物

 機械装置及び運搬具
（有形固定資産）その他

75 百万円

140 百万円
303 百万円

 合　　　　　　　計 608 百万円  合　　　　　　　計 519 百万円

　　(2)減価償却累計額相当額 　　(2)減価償却累計額相当額
 建物及び構築物

 機械装置及び運搬具
（有形固定資産）その他

6百万円

186 百万円
158 百万円

 建物及び構築物

 機械装置及び運搬具
（有形固定資産）その他

23 百万円

84 百万円
214 百万円

 合　　　　　　　計 352 百万円  合　　　　　　　計 321 百万円

　　(3)期末残高相当額 　　(3)期末残高相当額
 建物及び構築物

 機械装置及び運搬具

（有形固定資産）その他

31 百万円

89 百万円

134 百万円

 建物及び構築物

 機械装置及び運搬具

（有形固定資産）その他

52 百万円

55 百万円

89 百万円

 合　　　　　　　計 256 百万円  合　　　　　　　計 197 百万円

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額
１年内
１年超

118 百万円
153 百万円

１年内
１年超

97 百万円
110 百万円

 計 271 百万円   計 207 百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

　　相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

　　相当額
支払リース料
減価償却費相当額

支払利息相当額

138 百万円
124 百万円

10 百万円

支払リース料
減価償却費相当額

支払利息相当額

136 百万円
122 百万円

8百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

　　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。

５．利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

    の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

    ついては利息法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

　　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。

５．利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

    の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

    ついては利息法によっております。
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前連結会計年度（自平成 13 年４月１日　至平成 14年３月 31日）

（１）親会社及び法人主要株主等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      (単位：百万円)

関　係　内　容
属　性 会社名 資 本 金 事業の内容

議決権等の

被所有割合 役員の兼務等 事業上の関係

その他の

関係会社
日 本 無 線(株) 　　14,704

無線通信機器

製造販売
　　24.91％

兼任 2 名

転籍 6 名

当社製品の

販 売・ 材 料

等の購入

取 引 の 内 容 取 引 金 額 科　　　　目 期 末 残 高

受取手形及び売掛金        1,251

製品の販売      　  3,658

流動資産「その他」(前受金)          104営業取引      

材料等の仕入 　    624 支払手形及び買掛金           50

取引条件及び取引条件の方針の決定等

１．製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し都度交渉の上、一般取

引と同様にして決定しております。

２．材料等の仕入については、日本無線㈱の提示した価格により、毎期交渉のうえ決定しております。

３．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。

（２）役員及び個人主要株主等

属 性 氏　　　　　　　　名 職　　　　　　　　　　　業 議決権等の被所有割合

役 員 横 溝 弘 史            
当社　取締役会長

日本無線㈱　代表取締役取締役社長
なし

（注）当社と日本無線（株）との取引は、上記該当者が第三者のために行う取引であり、取引内

容及び取引金額については、「(1)親会社及び法人主要株主等」の項に記載しております。

なお、横溝弘史氏は平成 14 年１月１日付をもって日本無線㈱の代表取締役を辞任しており

ます。
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当連結会計年度（自平成 14 年４月１日　至平成 15年３月 31日）

（１）親会社及び法人主要株主等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      (単位：百万円)

関　係　内　容
属　性 会社名 資 本 金 事業の内容

議決権等の

被所有割合 役員の兼務等 事業上の関係

その他の

関係会社
日 本 無 線(株) 　　14,704

無線通信機器

製造販売
　　24.91％

兼任 2 名

転籍 6 名

当社製品の

販 売・ 材 料

等の購入

取 引 の 内 容 取 引 金 額 科　　　　目 期 末 残 高

受取手形及び売掛金        1,109

製品の販売      　  3,109

流動資産「その他」(前受金)            1営業取引      

材料等の仕入 　    548 支払手形及び買掛金           62

取引条件及び取引条件の方針の決定等

１．製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し都度交渉の上、一般取

引と同様にして決定しております。

２．材料等の仕入については、日本無線㈱の提示した価格により、毎期交渉のうえ決定しております。

３．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。

（２）役員及び個人主要株主等

属 性 氏　　　　　　　　名 職　　　　　　　　　　　業 議決権等の被所有割合

役 員 牟 田 忠 弘            
当社　取締役

日本無線㈱　代表取締役取締役社長
なし

（注）当社と日本無線（株）との取引は、上記該当者が第三者のために行う取引であり、取引内

容及び取引金額については、「(1)親会社及び法人主要株主等」の項に記載しております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度（平成 14 年 3月 31日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

　　　　流動資産の部

　　　　  繰延税金資産

　　　　　　子会社欠損金

　　　　　　未払事業税

　　　　　　未実現たな卸資産売却益

67 百万円

2 百万円

18 百万円

            小　計 88 百万円

            評価性引当額 △69 百万円

　　　　　　差　引 19 百万円

　　    固定資産、固定負債の部

　　　    繰延税金資産

　　　　    退職給付引当金超過額

　　　　    役員退職慰労引当金

            税務上の繰越欠損金

　　　　    その他

1,389 百万円

75 百万円

1,913 百万円

44 百万円

            小　計 3,424 百万円

　　　　　　評価性引当額 △1,957 百万円

　　　　　　差　引 1,467 百万円

          繰延税金負債

　　　　    固定資産圧縮積立金

            その他

△310 百万円

△1 百万円

            小  計 △312 百万円

　　　　    差引繰延税金資産の純額 1,154 百万円

　　　　    再評価に係る繰延税金負債 579 百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との主な差異原因

      法定実効税率

　　　（調整）

　　　　　過年度法人税等

　　　　　評価性引当額の増加

　　　　　住民税均等割額

　　　　　交際費等一時差異でない項目

　　　　　その他

△41.7％

3.3％

37.2％

0.3％

0.6％

△0.8％

　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.1％
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当連結会計年度（平成 15 年 3月 31日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

　　　　流動資産の部

　　　　  繰延税金資産

　　　　　　子会社欠損金

　　　　　　未払事業税

　　　　　　未実現たな卸資産売却益

　　　　　　転換社債に係る為替差損

　　　　　　転換社債割増償還損失引当金

　　　　　　原材料評価損

　　　　　　その他

90 百万円

2 百万円

31 百万円

289 百万円

50 百万円

20 百万円

5 百万円

　　　　　　小　計 491 百万円

　　　　　　評価性引当額 △456 百万円

　　　　　　差　引 34 百万円

　    　流動負債の部

　　　    繰延税金負債

　　　　  　その他 5 百万円

　　    固定資産、固定負債の部

　　　    繰延税金資産

　　　　    退職給付引当金超過額

　　　　    役員退職慰労引当金

　　　　　　税務上の繰越欠損金

　　　　　　投資有価証券評価損

　　　　    その他

1,730 百万円

53 百万円

3,362 百万円

68 百万円

47 百万円

　　　　　　小　計

　　　　　　評価性引当額

5,262 百万円

△4,567 百万円

　　　　　　差引 694 百万円

          繰延税金負債

　　　　    固定資産圧縮積立金 △310 百万円

            小  計 △310 百万円

　　　　    差引繰延税金資産の純額 384 百万円

　　　　    再評価に係る繰延税金負債 561 百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との主な差異原因

      法定実効税率

　　　（調整）

          評価性引当額の増加

　　　　　住民税均等割額

　　　　　交際費等一時差異でない項目

　　　　　その他

△41.7％

55.1％

0.3％

0.4％

1.6％

　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.7％



27

　（有価証券）

　前連結会計年度（平成 14 年 3月 31日現在）

　１．売買目的有価証券

  　  該当事項ありません。

　２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

    　該当事項ありません。

　３．その他有価証券で時価のあるもの　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

前連結会計年度（平成 14 年３月 31 日現在）
種　　　類

取　得　原　価 連結貸借対照表計上額 差　　額

(1) 株式 　　　　　299 　　　　　　370 　　　　　71

(2) 債券 　　　　　 － 　　　　　　 － 　　　　　－

(3) その他 　　　　　 － 　　　　　　 － 　　　　　－

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えるもの
小計 　　　　　299 　　　　　　370 　　　　　71

(1) 株式 　　　　　311 　　　　　　231 　　　　△80

(2) 債券 　　　　　 － 　　　　　　 － 　　　　  －

(3) その他 　　　　　 － 　　　　　　 － 　　　　　－

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えないもの
小計 　　　　　311 　　　　　　231 　　　　△80

合計 　　　　　611 　　　　　　601 　　　　△ 9

　４．時価のない主な有価証券の内容　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

前連結会計年度（平成 14 年３月 31 日現在）

連結貸借対照表計上額 摘　　　　要

　その他有価証券

　　非上場株式(店頭売買株式を除く) 　　　　　　　368

　５．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額　　　　（単位：百万円）

1 年 以 内 1 年超５年以内 5 年超 10 年以内 10　年　超

債券

　社　債 　　　　　7 　　　　 － 　　　　 － 　　　　 －
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　当連結会計年度（平成 15 年 3月 31日現在）

　１．売買目的有価証券

  　  該当事項ありません。

　２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

    　該当事項ありません。

　３．その他有価証券で時価のあるもの　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

当連結会計年度（平成 15 年３月 31 日現在）
種　　　類

取　得　原　価 連結貸借対照表計上額 差　　額

(1) 株式 　　　　17 　　　　　21 4

(2) 債券 　　　　 － 　　　　　 － 　　　　－

(3) その他 　　　　 － 　　　　　 － 　　　　－

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えるもの
小計 17 21 4

(1) 株式 536 442 △94

(2) 債券 　　　　 － 　　　　　 － 　　　　 －

(3) その他 　　　　　－ 　　　　　　－ 　　　　－

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えないもの
小計 536 442 △94

合計 553 463 △90

　４．時価のない主な有価証券の内容　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

当連結会計年度（平成 15 年３月 31 日現在）

連結貸借対照表計上額 摘　　　　要

　その他有価証券

　　非上場株式(店頭売買株式を除く) 　　　　　　　261

　５．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額　　　　（単位：百万円）

1 年 以 内 1 年超５年以内 5 年超 10 年以内 10　年　超

債券

　社　債 　　　　　7 　　　　 － 　　　　 － 　　　　 －
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（デリバティブ取引）

前連結会計年度（平成 14 年 3月 31日現在）
(１)  通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

前連結会計年度(平成 14 年 3 月 31 日現在)

額　　　 等

区

分
種　　　　類

契　　　　約

うち１年超

時　　価 評価損益

市
場
取
引
以
外
の
取
引

為 替 予 約 取 引             

   買建スイスフラン

   売建スイスフラン

380
(15)

380
(15)

380
(15)

380
(15)

22

33

7

△18

合　　　　　計
　　760

(30)
　　760

(30)
56 △11

（注）　時価の算定方法

１．取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

２．期末の為替相場は先物相場を利用しております。

３．　（  ）内は、プレミアム金額であります。

当連結会計年度（平成 15 年 3月 31日現在）

(１)  通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

当連結会計年度(平成 15 年 3 月 31 日現在)

額　　　 等

区

分
種　　　　類

契　　　　約

うち１年超

時　　価 評価損益

市
場
取
引
以
外
の
取
引

為 替 予 約 取 引             

   買建スイスフラン

   売建スイスフラン

オ プ シ ョ ン 取 引             

   買建米ドル

   売建米ドル

380
(15)

380
(15)

143
(4)

287
(4)

－

－

－

－

46

15

5

8

31

△0

0

△3

合　　　　　計
1,191

(38)
－ 74 28

（注）　時価の算定方法

１．取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

２．期末の為替相場は先物相場を利用しております。

３．　（  ）内は、プレミアム金額であります。
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（退職給付関係）

前連結会計年度(平成 14 年３月 31 日現在)

 １．採用している退職給付制度の概要

　　 当社及び国内連結子会社５社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格退

職年金制度を設けております。
２．退職給付債務に関する事項

     (1)退職給付債務 △13,052 百万円

     (2)年金資産 4,521 百万円

     (3)未積立退職給付債務（(1)+(2)） △8,531 百万円

     (4)会計基準変更時差異の未処理額 2,046 百万円

     (5)未認識数理計算上の差異 2,467 百万円

     (6)退職給付引当金（(3)+(4)+(5)） △4,017 百万円

 ３．退職給付費用に関する事項

     (1)勤務費用 596 百万円

     (2)利息費用 360 百万円

     (3)期待運用収益 △168 百万円

     (4)会計基準変更時差異の費用処理額 682 百万円

     (5)数理計算上の差異の費用処理額 131 百万円

　　　　合　計 1,601 百万円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項（平成 14 年 3 月 31 日現在）
   　(1)割引率 2.5%

   　(2)期待運用収益率 3.5%

　　 (3)退職給付見込額の期間配分方法

　　 (4)会計基準変更時差異の処理年数

　　 (5)数理計算上の差異の処理年数

期間定額基準

5 年

10 年

当連結会計年度(平成 15 年３月 31 日現在)

 １．採用している退職給付制度の概要

　　 当社及び国内連結子会社５社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格退

職年金制度を設けております。なお、当社は当連結会計年度より適格退職年金制度上の年

金換算率を 5.5％から 4.0％へ変更しております。

２．退職給付債務に関する事項

     (1)退職給付債務 △12,672 百万円

     (2)年金資産 3,033 百万円

     (3)未積立退職給付債務（(1)+(2)） △9,639 百万円

     (4)会計基準変更時差異の未処理額 1,364 百万円

     (5)未認識数理計算上の差異 3,640 百万円

     (6)退職給付引当金（(3)+(4)+(5)） △4,634 百万円

 ３．退職給付費用に関する事項

     (1)勤務費用 685 百万円

     (2)利息費用 309 百万円

     (3)期待運用収益 △109 百万円

     (4)会計基準変更時差異の費用処理額 682 百万円

     (5)数理計算上の差異の費用処理額 260 百万円

     (6)過去勤務債務の費用処理額 △193 百万円

　　　　合　計 1,634 百万円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項（平成 15 年 3 月 31 日現在）

   　(1)割引率 2.0%

   　(2)期待運用収益率 2.5%

　　 (3)退職給付見込額の期間配分方法

　　 (4)過去勤務債務の額の処理年数

　　 (5)会計基準変更時差異の処理年数

　　 (6)数理計算上の差異の処理年数

期間定額基準
発生時一括費用処理

5 年

10 年
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　 （１株当たり情報）

前連結会計年度

自　平成１３年４月  １日

至　平成１４年３月３１日

当連結会計年度

 自　平成１４年４月  １日

至　平成１５年３月３１日

１株当たり純資産額 232 円 85 銭 １株当たり純資産額 19 円 65 銭

１株当たり当期純損失金額 175 円 16 銭 １株当たり当期純損失金額 203 円 10 銭
潜在株式調整後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 －

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、１株当たり当期純損失が計上されて

いる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金額

については、１株当たり当期純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

当連結会計年度から「１株当たり当期純利益に関

する会計基準（企業会計基準第２号）及び「１株

当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号）を適用しており

ます。なお、これによる影響は軽微であります。

（注）１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
自　平成13年４月１日
至　平成14年３月31日

当連結会計年度
自　平成14年４月１日
至　平成15年３月31日

１株当たり当期純利益金額

当期純損失 － 6,227百万円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純損失 － 6,227百万円

期中平均株式数（株） － 30,659,701株

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

－ 平成16年９月30日満期スイス･フラ

ン建転換社債及び第１回新株引受

権付社債
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９．生産、受注及び販売の状況

（１）品目別売上高
                                                             　（単位：百万円）

前連結会計年度
自  平成13年4月 1日

至  平成14年3月31日

当連結会計年度
自  平成14年4月 1日

至  平成15年3月31日品        目

金    額 構成比 金    額 構成比

機　　　　　器        26,958 51.8
％

20,409 46.4
％

デ　バ　イ　ス        25,081 48.2 23,571 53.6

合    計      52,039   100.0 43,981   100.0

（２）品目別受注高 

                                 　 　　　　 　            　（単位：百万円）

前連結会計年度

自  平成13年4月 1日
至  平成14年3月31日

当連結会計年度

自  平成14年4月 1日
至  平成15年3月31日品        目

金　  額 構成比 金　  額 構成比

機　　　　　器 25,275      50.0

％

17,564 43.6

％

デ　バ　イ　ス 25,265      50.0 22,712 56.4

合    計 50,540   100.0 40,276   100.0

(３）品目別受注残高

                                             　 　　　　　　  （単位：百万円）

前連結会計年度

自  平成13年4月 1日
至  平成14年3月31日

当連結会計年度

自  平成14年4月 1日
至  平成15年3月31日品        目

金    額 構成比 金    額 構成比

機　　　　　器 10,421     66.0

％

7,575 62.7

％

デ　バ　イ　ス 5,366     34.0 4,507     37.3

合　　 計 15,788    100.0 12,083    100.0
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平成 １５ 年 ３ 月期　　個別財務諸表の概要　　　　平成 15 年 5 月 23日

上 場 会 社 名　長野日本無線株式会社　　　　　　　　  　上場取引所　東

コ ー ド 番 号　６８７８　　　　　　　　　　　　　　 　　 本社所在都道府県　長野県

（ＵＲＬ　http://www.njrc.co.jp/）

代　　表　　者 役職名 代表取締役社長 氏名 田中章博

問合せ先責任者 役職名 取締役総務本部長 氏名 若狭市博 ＴＥＬ　(026)285－1111
決算取締役会開催日　　  平成 15 年 5 月 23 日　　                      中間配当制度の有無          　有

定時株主総会開催日　　  平成 15 年 6 月 27 日　　　　　　　　　　　　　単元株制度採用の有無　有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1 単元1,000株）
　１．15年 3月期の業績（平成14年 4月 1日～平成15年 3月 31日）

  (1)経営成績　　　　　　　　　　　　　　  （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

売 上 高 営業利益 経常利益

15年 3月期
14年 3月期

百万円　　％
　　　39,286   (△ 14.8)
　　　46,089　 (△ 10.3)

百万円　　％
　  △ 1,722   (     －)
　　△ 3,619   (     －)

百万円　　％
　  △ 1,731   (     －)
　　△ 3,628   (     －)

当期純利益 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

株主資本
当期純利益率

総 資  本
経常利益率

売 上 高
経常利益率

15 年 3月期
14年 3月期

      百万円　　％
△5,946   (    －)
△5,371   (    －)

　 円  銭
△193  96

△175　20

　  円  銭
   －　－

   －　－

％

△167.5

 △60.1

％

△ 3.8

△ 6.8

％

 △4.4

 △7.9
（注）①期中平均株式数        15 年 3 月期　 30,659,701株　　   14 年 3 月期   30,659,800株

　　　②会計処理の方法の変更　無

　　　③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

１株当たり年間配当金

中　間 期　末

配当金総額

（年　　間）
配当性向

株主資本

配 当 率    

15 年 3月期
14年 3月期

　　円　銭
　 0  00
   0  00

　　円　銭
   0  00
   0  00

　　円　銭
   0  00
   0  00

　　　百万円
     0
     0

　　　　　％
      0.0
      0.0

　　　　　％
      0.0
      0.0

(3)財政状態

総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

15年 3月期
14年 3月期

百万円
　    40,598
　　　49,486

百万円
　       537
　     6,564

              ％
　 　　    1.3
　　　    13.3

   　　　　円　銭
         17  52
　　　  214  12

（注）①期末発行済株式数      15 年 3 月期　 30,658,900株　   　14 年 3 月期 　30,659,800株

　　　②期末自己株式数　　　  15 年 3 月期　      1,638株     　14 年 3 月期     　   738株

２．16年 3月期の業績予想（平成15年 4月 1 日～平成16 年 3月 31 日)

1 株当たり年間配当金売上高 経常利益 当期純利益

中　間 期　末

中間期

通　期

百万円

      18,000

36,000

百万円

200

800

百万円

△   500

600

円　銭

   0   00

－

円　銭

－

   0   00

円　銭

－

   0   00

(参考)1 株当たり予想当期純利益(通期)  　 19 円　57 銭
※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際
の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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 １．比較貸借対照表
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（単位：百万円）

前　　　　期

（平成 14 年 3 月 31 日現在）

当　　　　期

（平成 15 年 3 月 31 日現在）
　　　   　　　期　　別

 科　　目 金　　額 構成比 金　　額 構成比
比較増減

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

% %

  １．現金及び預金 3,176 3,498 321

  ２．受取手形 1,583 1,979 396

  ３．売掛金 15,125 12,537 △2,588

  ４．有価証券 7 7 0

　５．製品 2,346 1,708 △638

　６．原材料 1,392 969 △422

　７．仕掛品 10,087 6,856 △3,231

　８．貯蔵品 1 0 0

  ９．前払費用 55 68 12

  10．未収入金 2,914 1,754 △1,159

  11．その他 274 343 69

  12．貸倒引当金 △27 △24 3

　　流動資産合計 36,938 74.6 29,699 73.2 △7,238

Ⅱ　固定資産

  １．有形固定資産

  (1) 建物 2,440 2,291 △149

  (2) 構築物 147 126 △20

  (3) 機械及び装置 727 572 △154

  (4) 車輌及び運搬具 17 10 △6

  (5) 工具器具及び備品 628 460 △168

  (6) 土地 3,792 3,804 12

  (7) 建設仮勘定 5 0 △5

    有形固定資産合計 7,759 15.7 7,267 17.9 △491

  ２．無形固定資産

  (1) 電話加入権 4 4 －

  (2) ソフトウェア 40 34 △6

無形固定資産合計 45 0.1 39 0.1 △6

  ３．投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 944 714 △229

  (2) 関係会社株式 1,286 1,268 △18

  (3) 出資金 0 0 0

  (4) 関係会社出資金 799 795 △3

  (5) 関係会社長期貸付金 108 72 △36

  (6) 長期前払費用 164 105 △59

  (7) 繰延税金資産 1,132 357 △774

  (8) その他 339 355 15

  (9) 貸倒引当金 △31 △77 △45

　　投資その他の資産合計 4,743 9.6 3,591 8.8 △1,151

    固定資産合計 12,548 25.4 10,898 26.8 △1,650

    資産合計 49,486 100.0 40,598 100.0 △8,888
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 　　 （単位：百万円）

前　　　期

（平成 14 年 3 月 31 日現在）

当　　　　期

（平成 15 年 3 月 31 日現在）
  　　　　　　期　　別

  科　　目 金　　額 構成比 金　　額 構成比
比較増減

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

% %

　１．支払手形 7,703 4,821 △2,882
  ２．買掛金 4,880 4,314 △565
  ３．短期借入金 19,322 19,790 468
  ４．一年内返済予定長期借入金 8 500 491
  ５．未払金 415 275 △139
  ６．未払費用 308 214 △94
  ７．未払法人税等 163 14 △149
  ８．未払消費税等 186 120 △65
  ９．前受金 187 24 △163
  10．預り金 36 29 △7

  11．転換社債割増償還損失引当金 － 122 122

  12．設備等支払手形

  13．その他

53

17

37

9

△16

△8

    流動負債合計 33,283 67.2 30,273 74.6 △3,009
Ⅱ　固定負債

  １．社債 1,965 1,965 －

  ２．転換社債 2,440 2,568 128

　３．長期借入金 500 － △500
  ４．退職給付引当金 3,989 4,594 604
　５．役員退職慰労引当金 157 96 △60
  ６．再評価に係る繰延税金負債 579 561 △18
  ７．その他 6 1 △5

　　固定負債合計 9,637 19.5 9,787 24.1 149

    負債合計 42,921 86.7 40,061 98.7 △2,860
（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,154 6.4 － － △3,154

Ⅱ　資本準備金 2,350 4.8 － － △2,350

Ⅲ　利益準備金

Ⅳ　再評価差額金

281

808

0.6

1.6

－

－

－

－

△281

△808
Ⅴ　その他の欠損金（△）

１．任意積立金

　(1) 固定資産圧縮積立金 433 － － △433
  (2) 別途積立金 4,491 － － △4,491

任意積立金合計 4,924 － － △4,924
２．当期未処理損失（△） △4,957 － － 4,957

    その他の欠損金（△）合計 △33 △0.1 － － 33
Ⅵ　その他有価証券評価差額金 0.0 －

Ⅶ　自己株式

2

△0 △0.0

－

－ －

△2

0

    資本合計 6,564 13.3 － － △6,564
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                                                                （単位：百万円）

前　　　期

（平成 14 年 3 月 31 日現在）

当　　　　期

（平成 15 年 3 月 31 日現在）
 　　　　　　期　　別

　科　　目 金　　額 構成比 金　　額 構成比

比較増減

% %

Ⅰ　資本金 － － 3,154 7.8 3,154

Ⅱ　資本剰余金

  1.資本準備金 － 2,350 2,350

    資本剰余金合計 － － 2,350 5.8 2,350

Ⅲ　利益剰余金

  1.利益準備金 － 281 281

  2.任意積立金 － 433 433

(1) 固定資産圧縮積立金 － 433 433

  3.当期未処理損失 － △6,413 △6,413

    利益剰余金合計 － － △5,698 △14.0 △5,698

Ⅳ　土地再評価差額金 － － 827 2.0 827

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 － － △96 △0.3 △96

Ⅵ  自己株式 － － △0 △0.0 △0

    資本合計 － － 537 1.3 537

　　負債・資本合計 49,486 100.0 40,598 100.0 △8,888



37

２．比較損益計算書   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （単位：百万円）

前　　　期

 自㍻ 13 年 4 月 1 日

 至㍻ 14 年 3 月 31 日

当　　　期

自㍻ 14 年 4 月 1 日

至㍻ 15 年 3 月 31 日 比較増減

　　　　　　　　　

                  期　　別

　科　　目
金    額 百分比 金    額 百分比

Ⅰ　売上高 46,089

%

100.0 39,286

%

100.0 △6,802

Ⅱ　売上原価 44,847 97.3 36,809 93.7 △8,038

　　　  売上総利益 1,241 2.7 2,477 6.3 1,236

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,861 10.6 4,200 10.7 △660

        営業損失 3,619 △7.9 1,722 △4.4 1,896
Ⅳ　営業外収益 (421) 0.9 (656) 1.7 (234)

　１．受取利息 9 6 △2

  ２．受取配当金 50 403 352

　３．受取賃貸料 194 240 45

　４．為替差益 134 － △134

　５．その他 33 6 △26

Ⅴ　営業外費用 (430) 0.9 (665) 1.7 (234)

  １．支払利息 255 283 27

  ２．社債利息 51 42 △8

　３．売上債権売却損 49 11 △38

　４．社債発行費 32 － △32

　５．転換社債買入消却損 － 103 103

　６．為替差損 － 150 150

　７．その他 41 73 31

　　　　経常損失 3,628 △7.9 1,731 △4.4 1,896

Ⅵ　特別利益 (414) 0.9 (－) － (△414)

　１．固定資産売却益 153 － △153

　２．収用補償金 251 － △251

  ３．その他 9 － △9

Ⅶ　特別損失 (2,281) 4.9 (3,424) 8.7 (1,142)

　１．固定資産除却損 － 43 43

　２．たな卸資産整理損 1,591 1,358 △232

　３．転換社債に係る為替差損 － 693 693

　４．退職給付会計変更時差異処理額 675 675 －

　５．割増退職金 － 346 346

　６．投資有価証券評価損 12 150 138

　７．転換社債割増償還損失

引当金繰入額
－ 122 122

　８．ゴルフ会員権評価損 2 29 27

　９．その他 － 3 3

    税引前当期純損失 5,495 △11.9 5,155 △13.1 339

　  法人税、住民税及び事業税 16 0.1 14 0.0 △2

　   過年度法人税、住民税及び事業税 180 0.4 － － △180

　  法人税等調整額 △320 △0.7 776 2.0 1,097

    当期純損失 5,371 △11.7 5,946 △15.1 △575
 　　前期繰越利益又は前期繰越損失（△） 413 △466 △880

    当期未処理損失 4,957 6,413 △1,455
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３．比較損失処理案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

摘　　　　　要 前　　　期 当　　　期

当期未処理損失             4,957             6,413

別途積立金取崩額 　　　　　　4,491 －

　　　合　　　計 　　　　   　 466 　　　　    6,413

これを次のとおり処理します。

次期繰越損失               466 　　　　    6,413
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継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度

自　平成 13 年 4 月 1 日

至　平成 14 年 3 月 31 日

当連結会計年度

自　平成 14 年 4 月 1 日

至　平成 15 年 3 月 31 日

　　　　　　　　　　

　ＩＴ不況等の影響を受け、価格下落による利益率の低下が著しく、前期 53 億７千１

百万円、当期 59 億４千６百万円と多額な当期損失を計上した結果、当期末の純資産は
大幅に減少し５億３千７百万円となっております。

　当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社は前期の多額な損失計上を受けて、平成 14 年６月より経営再建計画「プロジェ
クト・Ｒ」を実施し、固定費の削減等に努めてまいりました。さらにこの度、重要な疑

義を解消すべく「プロジェクト・Ｒ」の見直しを行い、事業再編等を含めた３ヵ年の経
営再建計画を策定し、今後専任者を配置して進捗管理を行うことにより確実に本計画を

遂行することに加えて、経営再建を確実に進めるためにさらに事業の見直し等の追加諸

施策を外部専門家の協力等を得ながら継続して検討していくことを平成 15 年５月 20 日
開催の取締役会で決議いたしました。

　見直し後の経営再建計画の骨子は次のとおりであります。

(1)   不採算機種から撤退し自主企画商品の拡大を図るため、一部事業の営業譲渡を視
野に入れた事業再編をはじめ、社内のビジネスユニット化や国内子会社の組織再編

等、大幅な事業の見直しを図ることで経営資源の再配分を行う予定です。
(2)   購入先・外注先の絞込みや設計段階における低コスト管理強化等により変動費比

率を低減するとともに、早期退職等による人件費の削減を主体に固定費を大幅に削

減する予定です。
また、退職給付費用の大幅な削減と将来における退職金負担リスクの軽減を図る

ため、退職金制度の変更を年内を目処に計画しております。
(3)   事業の再編、客先構成の見直しによる回収条件の改善、工程改革等による資産効

率の改善、変動費および固定費の削減によって有利子負債を大幅に削減する予定で

す。
　　

　また、経営再建計画の一環としての早期退職による割増退職金ならびに割増償還権が
行使された場合の転換社債償還資金等の資金調達につきましては、一部事業の営業譲渡

等による自助努力での調達を計画しております。なお、一時的な不足資金につきまして

は、主力金融機関より必要に応じて資金調達に協力いただける旨の内諾を得ておりま
す。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該継続企業の前提に関する重要

な疑義の影響を財務諸表には反映しておりません。
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重要な会計方針

 　　　　　　　　　　　　　 　 期　別

       項 　目

当　　　　　期

自  平成 14 年４月 １日

至  平成 15 年３月 31 日

１．資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法に基づく原価法

    その他有価証券

　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

資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）

  時価のないもの

　　移動平均法に基づく原価法
(2) デリバティブ
　　　時価法

(3) たな卸資産
    製品

　　　個別法及び総平均法に基づく原価法
　　原材料及び貯蔵品

　　　移動平均法に基づく原価法

　　仕掛品
　　  個別法及び総平均法に基づく原価法

２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物

（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          　　　　　　31 年～38 年

機械及び装置　　　　　　　10 年～11 年

工具器具及び備品　　　　　 2 年～ 6 年
(2) 無形固定資産

定額法（自社利用のソフトウェアについては、社内におけ
る利用可能期間（5 年）に基づく定額法）を採用しており

ます。

３．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への
　換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。

４．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を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

(2) 転換社債割増償還損失引当金

転換社債の割増償還権の行使に伴う損失に備えるため、損
失発生見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

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、会計基準変更時差異（3,379 百万円）については５

年による按分額を費用処理しております。数理計算上の差
異は、各期の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10 年）による定額法によりそれぞれ発生の翌期から費

用処理することとしております。過去勤務債務は、その発
生時に一括費用処理しております。
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 　　　　　　　　　　　　　 　 期　別

       項 　目

当　　　　　期

自  平成 14 年４月 １日
至  平成 15 年３月 31 日

(4) 役員退職慰労引当金
    役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく役員退

    職慰労金の期末要支給額を計上しております。

５．リース取引の処理方法     リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

    外のファイナンス・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。

６．その他財務諸表作成のための基本とな
　る事項

(1）消費税等の会計処理
  　税抜方式によっております。
(2）自己株式及び法定準備金の取崩に関する会計基準

「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企

業会計基準第１号）が平成 14 年４月１日以降に適用される
ことになったことに伴い、当期から同会計基準によってお

ります。これによる当期の損益に与える影響は軽微であり
ます。

なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸借対

照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則によ
り作成しております。
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　注記事項

　（貸借対照表関係）

前　　　期

(平成 14 年 3 月 31 日現在)

当　　　期

(平成 15 年 3 月 31 日現在)
１． 関係会社に対するものは次のとおりであります。 １．関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取手形 470 百万円 受取手形 514 百万円

売掛金 1,398百万円 売掛金 612 百万円

未収入金 2,687百万円 未収入金 1,700百万円

支払手形 1,058百万円 支払手形 647 百万円

　

買掛金 2,065百万円 買掛金 1,466百万円

２．「土地の再評価に関する法律（平成 10 年 3 月 31 日公布

法律第 34 号）」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正

する法律（平成13年 3 月31 日公布法律第19 号）」に基づき、

平成14 年3 月31 日に事業用土地の再評価を行い、当該評価差
額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負

債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として資本の部に計上しております。

　再評価の方法

　　「土地の再評価に関する法律施行令（平成10 年3月31 日

　　公布政令第119 号）」第2 条第5 号に定める不動産鑑定士

　　による鑑定評価に拠っております。

２．「土地の再評価に関する法律（平成 10 年 3 月 31 日公布

法律第 34 号）」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改

正する法律（平成13 年 3 月 31 日公布法律第 19 号）」に基づ

き、平成 14 年 3 月 31 日に事業用土地の再評価を行い、当該
評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除した金額を「再評価差

額金」として資本の部に計上しております。

　　当該事業用土地の再評価前の帳簿価額　  2,403百万円

　　当該事業用土地の再評価後の帳簿価額 　 3,792百万円

　再評価の方法

　　「土地の再評価に関する法律施行令（平成10 年3月31 日

　　公布政令第119 号）」第2 条第5 号に定める不動産鑑定士
　　による鑑定評価に拠っております。

再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額

   △543百万円

（注）上記差額には「再評価に係る繰延税金負債」相当
額を含んでおります。

３. 有形固定資産減価償却累計額 11,497 百万円 ３．有形固定資産減価償却累計額 11,346 百万円

４．有形固定資産の一部は次のとおり借入金の担保として工場
財団抵当権が設定されております。

４．有形固定資産の一部は次のとおり借入金の担保として工場
財団根抵当権、工場財団抵当権、根抵当権及び質権が設定され

ております。

土地

建物

機械及び装置

2,303百万円

1,298百万円

85百万円

土地

建物

機械及び装置

投資有価証券

2,319百万円

1,228百万円

54百万円

285 百万円

　計 3,687百万円 　計 3,888百万円

   上記に対応する債務は次のとおりであります。    上記に対応する債務は次のとおりであります。

短期借入金

社債

長期借入金

3,380百万円

1,800百万円

500 百万円

短期借入金

一年内返済予定長期借入金

社債

3,580百万円

500 百万円

1,800百万円

    　計 5,680百万円     　計 5,880百万円

５．受取手形割引高 857 百万円 ５．受取手形割引高 160 百万円

６．長野日本無線（香港）有限公司の金融機関からの借入

    に関する保証

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 399 百万円

                                          

６．

                                      

                                          

７．会社が発行する株式及び発行済株式数 ７．会社が発行する株式及び発行済株式数
    会社が発行する株式の総数 60,000 千株     会社が発行する株式の総数               60,000 千株

    発行済株式の総数 30,660 千株     発行済株式の総数　　　　　　　　　　　 30,660 千株

８．期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。なお、当事業年度の末日は金融機

関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含

まれております。

　　受取手形　　　　　　　　　　　　　      28 百万円

８．

                                    

　　支払手形　　　　　　　　　　　       　766 百万円
    設備等支払手形　　　　　　　　　       　3 百万円

９．

                                    

９．商法第 290 条第１項第６号に規定されている時価を付した

ことにより増加した純資産額は 758 百万円であります

10．
                                    

10．資本の欠損の額は5,980 百万円であります。
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　（損益計算書関係）
前　　　　　期

自  平成 13 年４月 １日
至  平成 14 年３月 31 日

当　　　　　期

自  平成 14 年４月 １日
至  平成 15 年３月 31 日

１． 販売費及び一般管理費の主要な品目と金額は次のとお

  りであります。

１． 販売費及び一般管理費の主要な品目と金額は次のとお

りであります。

従業員給料手当

役員報酬
退職給付費用

役員退職慰労引当金繰入額

法定福利費

貸倒引当金繰入額

荷造発送費

賃借料

旅費交通費

広告宣伝費
研究開発費

減価償却費

1,532百万円

138 百万円
167 百万円

51百万円

194 百万円

16百万円

724 百万円

428 百万円

275 百万円

106 百万円
334 百万円

93百万円

従業員給料手当

役員報酬
退職給付費用

役員退職慰労引当金繰入額

法定福利費

貸倒引当金繰入額

荷造発送費

賃借料

旅費交通費

広告宣伝費
研究開発費

減価償却費

1,316百万円

122 百万円
160 百万円

32百万円

168 百万円

55百万円

733 百万円

385 百万円

157 百万円

56百万円
256 百万円

56百万円

２．関係会社との主な取引高は次のとおりであります。 ２．関係会社との主な取引高は次のとおりであります。

売上高

受取配当金
受取賃貸料

6,870百万円

43百万円
135 百万円

売上高

受取配当金
受取賃貸料

3,277百万円

396 百万円
178 百万円

当期製品製造原価及び販売費及び一般管理費には、関

係会社からの材料等の仕入高 15,870 百万円が含まれ

ております。

当期製品製造原価及び販売費及び一般管理費には、関

係会社からの材料等の仕入高 14,548 百万円が含まれ

ております。

３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

1,116百万円 788 百万円

４．固定資産売却益の内訳 ４．固定資産売却益の内訳

土地   153 百万円         　　　　　　　　　　　　　　　

５．固定資産除却損の内訳 ５．固定資産除却損の内訳

        　　　　　　　　 機械装置及び運搬具
工具器具及び備品

32 百万円
10 百万円

６．たな卸資産整理損の内訳 ６．たな卸資産整理損の内訳
製品処分損

製品評価損

仕掛品評価損

119 百万円

27 百万円

1,444 百万円

製品処分損

仕掛品処分損

原材料処分損

原材料評価損

174 百万円

1,005 百万円

128 百万円

49 百万円
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  （リース取引関係）

前　　　期

(平成 14 年 3 月 31 日現在)

当　　　期

(平成 15 年 3 月 31 日現在)
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

（１） リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

（１） リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

　　　 額、期末残高相当額

    ａ．建物

　　　取得価額相当額

　　　減価償却累計額相当額
　　　期末残高相当額

30百万円

4 百万円
26百万円

ａ．建物

　　　取得価額相当額

　　　減価償却累計額相当額
　　　期末残高相当額

65百万円

19百万円
45百万円

ｂ．機械及び装置

　　　取得価額相当額

　　　減価償却累計額相当額

　　　期末残高相当額

55百万円

29百万円

26百万円

ｂ．機械及び装置

　　　取得価額相当額

　　　減価償却累計額相当額

　　　期末残高相当額

66百万円

38百万円

27百万円

ｃ．工具器具及び備品

　　　取得価額相当額

　　　減価償却累計額相当額

　　　期末残高相当額

283 百万円

156 百万円

127 百万円

ｃ．工具器具及び備品

　　　取得価額相当額

　　　減価償却累計額相当額

　　　期末残高相当額

293 百万円

209 百万円

83百万円

ｄ．合計

　　　取得価額相当額
　　　減価償却累計額相当額

　　　期末残高相当額

369 百万円
190 百万円

179 百万円

ｄ．合計

　　　取得価額相当額
　　　減価償却累計額相当額

　　　期末残高相当額

424 百万円
267 百万円

156 百万円

（２）未経過リース料期末残高相当額 （２）未経過リース料期末残高相当額

１　年　内

１　年　超

　　計

77百万円

113 百万円

190 百万円

１　年　内

１　年　超

　　計

80百万円

84百万円

164 百万円

（３）当期支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

      相当額

（３）当期支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

      相当額
ａ．支払リース料

ｂ．減価償却費相当額

ｃ．支払利息相当額

93百万円

85百万円

6 百万円

ａ．支払リース料

ｂ．減価償却費相当額

ｃ．支払利息相当額

92百万円

84百万円

5 百万円

（４）減価償却費相当額の算定方法

　　　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。

（４）減価償却費相当額の算定方法

　　　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。

（５）利息相当額の算定方法

　　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

      額を利息相当額とし、各期への配分方法については
      利息法によっております。

（５）利息相当額の算定方法

　　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

      額を利息相当額とし、各期への配分方法については
      利息法によっております。
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　（有価証券関係）

前　　　期

(平成 14 年 3 月 31 日現在)

当　　　期

(平成 15 年 3 月 31 日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

はありません。

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

はありません。

　（税効果会計関係）

前　　　期

(平成 14 年 3 月 31 日現在)

当　　　期

(平成 15 年 3 月 31 日現在)

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
①流動資産の部

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
①流動資産の部

繰延税金資産
　未払事業所税 1百万円

繰延税金資産
  原材料評価減 20 百万円

　評価性引当額 △ 1 百万円 　未払事業所税 1百万円

  差　引 －百万円 　転換社債に係る為替差損 289 百万円

　転換社債割増償還損失引当金 50 百万円
　その他 2百万円

　小計 365 百万円
　評価性引当額 △365 百万円

  差　引 －百万円

②固定資産・負債の部

   繰延税金資産

②固定資産・負債の部

　 繰延税金資産
　退職給付引当金超過額

　役員退職慰労引当金
　税務上の繰越欠損金

　その他

1,379 百万円

65 百万円
1,913 百万円

43 百万円

　退職給付引当金超過額

　役員退職慰労引当金
　税務上の繰越欠損金

　その他

1,717 百万円

40 百万円
3,340 百万円

114 百万円

　小　計
  評価性引当額

3,401 百万円
△ 1,957 百万円

　小　計
  評価性引当額

5,212 百万円
△4,544 百万円

　差　引

繰延税金負債

　固定資産圧縮積立金
　その他有価証券評価差額金

1,444 百万円

   △ 310 百万円
    △ 1 百万円

　差　引

繰延税金負債
　固定資産圧縮積立金

668 百万円

   △310 百万円

　小　計 △ 312 百万円 　小　計 △310 百万円

　差引繰延税金資産の純額 1,132 百万円 　差引繰延税金資産の純額 357 百万円

再評価に係る繰延税金負債 579 百万円 再評価に係る繰延税金負債 561 百万円

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との主な差異原因

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との主な差異原因

　(平成 14年３月31日現在) 　(平成 15年３月31日現在)

法定実効税率
（調整）

過年度法人税等
評価性引当額の増加

その他

　　 　△41.7％
　　　　　　　　

　　　　  3.3％
　　　　 35.6％

　　　　　0.6％

法定実効税率

（調整）
評価性引当額の増加

その他

　　　 　
△41.7％

　　　　　　
　　　　 57.2％

　　　  △0.2％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 　  　  △2.2％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 　　　   15.3％

　地方税法等の一部を改正する法律（平成 15 年法

律第９号）が平成 15 年３月 31 日に公布されたこと

に伴い、平成 16 年４月１日以降解消が見込まれる
繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率が

41.7％から 40.4％に変更されたため、再評価に係る
繰延税金負債は 18 百万円減少し、土地再評価差額

金が同額増加しております。
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　 （１株当たり情報）

前期

自　平成１３年４月  １日

至　平成１４年３月３１日

当期

 自　平成１４年４月  １日

至　平成１５年３月３１日

１株当たり純資産額 214 円 12 銭 １株当たり純資産額 17 円 52 銭
１株当たり当期純損失金額 175 円 20 銭 １株当たり当期純損失金額 193 円 96 銭

潜在株式調整後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 －

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、１株当たり当期純損失が計上されて

いる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金額

については、１株当たり当期純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

当期から「１株当たり当期純利益に関する会計基

準（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第４号）を適用しております。なお、

これによる影響は軽微であります。

（注）１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前期
自　平成13年４月１日
至　平成14年３月31日

当期
自　平成14年４月１日
至　平成15年３月31日

１株当たり当期純利益金額

当期純損失 － 5,946百万円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純損失 － 5,946百万円

期中平均株式数（株） － 30,659,701株

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

－ 平成16年９月30日満期スイス･フラ

ン建転換社債及び第１回新株引受

権付社債
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役員の異動

（平成１５年６月２７日付）

 １.新任取締役候補（略歴別紙）

取　締　役   間 中 和 男     （現　日清紡績㈱総務部長兼資材部長）

取　締　役   丸 山 智 司     （現　当社理事営業本部ＯＡ機器営業部長）

　 2.退任予定取締役

常務取締役 　吉 田 武 弘     （ナガニチシステム㈱取締役社長就任予定）

取　締　役   中 西 道 雄     （退任予定）

取　締　役   指 田 禎 一     （退任予定）

取　締　役   芳 賀 康 彦     （当社嘱託就任予定）

取　締　役   宮 崎 盛 行     （当社嘱託就任予定）

取　締　役   竹 内 英 夫     （ﾅｶﾞﾉｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ販売㈱常務取締役就任予定）

                                                                              以上



（以下　参考資料）

新任役員候補の略歴

１．新任取締役候補

　　　　間中和男　　　　（まなか・かずお）

　　　　　生年月日　　　 昭和２３年５月１日

　　　　　学　　歴　　　 昭和４７年　３月　　早稲田大学第一法学部卒業

　　　　　職　　歴　　　 昭和４７年　４月　　日清紡績（株）入社

　　　　　　　　　　　　 平成１２年　１月　　同社総務部長

　　　　　　　　　　　　 平成１２年１２月　　同社総務部長兼資材部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現在に至る

　　　　丸山智司　　　　（まるやま・ともし）

　　　　　生年月日　　　 昭和２２年８月２２日

　　　　　学　　歴　　　 昭和４５年　３月　　信州大学工学部卒業

　　　　　職　　歴　　　 昭和４８年　８月　　当社入社

　　　　　　　　　　　　 平成　８年　７月　　当社技術本部ＯＡ技術部長

　　　　　　　　　　　　 平成１１年　３月　　当社参与 営業本部主管グループ副主幹兼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＯＡ営業部長

　　　　　　　　　　　　 平成１４年　８月　　当社参与 営業本部ＯＡ機器営業部長

　　　　　　　　　　　　 平成１５年　１月　　当社理事 営業本部ＯＡ機器営業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現在に至る



平成平成平成平成15151515年年年年5555月月月月

長野日本無線株式会社長野日本無線株式会社長野日本無線株式会社長野日本無線株式会社

経営再建計画経営再建計画経営再建計画経営再建計画

2

はじめにはじめにはじめにはじめに

平成１４年６月に、経営再建３ヵ年計画として「プロジェク
ト・R」を策定し、その一部は既に実行済みとなっておりま
す。

現在、今後の事業の収益性・拡張性その他要因を勘案し
一部事業の営業譲渡等を視野に入れた大幅な事業再編
を検討しております。

ここに、成果の実現を加速させる諸施策を加え計画を修
正いたしました。

今後、本計画を遂行するとともに、検討中の事業再編を
具体化し再建を図ってまいります。

＜注記のない数値につきましては単独の値にて記載しております＞



3

目　　　次目　　　次目　　　次目　　　次

現状の再認識

業績悪化の原因

新たな計画の骨子

再建計画の全体像

実行スケジュール

達成するための施策

ＳＴＥＰ－２

　更なる利益の創出に向けて

自主企画商品の展開

異業種企業とのアライアンス

新ビジネスモデルの創出

ＳＴＥＰ－１

　収益力と強固な財務基盤の構築

コスト削減

資産効率の改善

退職金制度の変更

新人事制度の導入

事業構造の改革

4

業績悪化の原因　（１）業績悪化の原因　（１）業績悪化の原因　（１）業績悪化の原因　（１）

定量面（財務諸表過去5年間）
売上総利益率が12.41%から4.42%に下落

運転資本回転期間が114日から161日に増加

借入金（社債・割引手形含む）が149億から256億円に増加

定性面
売上至上主義による利益の圧迫

不徹底なコスト管理

資産効率への対応不足

責任の所在が不明瞭な組織

特定顧客向けの受託生産の限界

－連結－－連結－－連結－－連結－
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業績悪化の原因　（２）業績悪化の原因　（２）業績悪化の原因　（２）業績悪化の原因　（２）
98年年年年 3月月月月 99年年年年 3月月月月 00年年年年 3月月月月 01年年年年 3月月月月 02年年年年 3月月月月 算　　　　式算　　　　式算　　　　式算　　　　式

総合評価
1 自己資本利益率(R O E) ％ 8.59% 8.29% 2.10% 4.89% -75.22% 当期純利益／自己資本
2 総資本利益率(R O A ) ％ 1.95% 2.10% 0.50% 0.94% -10.57% 当期純利益／資産総額

収益性比率
1 売上高総利益率 ％ 12.41% 12.60% 13.89% 13.11% 4.42% 売上総利益／売上高
2 売上高営業利益率 ％ 3.51% 4.08% 4.49% 3.01% -6.64% 営業利益／売上高
3 売上高純利益率 ％ 1.64% 1.63% 0.45% 1.00% -10.32% 当期純利益／売上高
4 売上高EB IT D A率 ％ 5.29% 5.68% 6.00% 5.16% -4.41% EB IT D A／売上高

効率性指標
1 売掛債権回収期間 日 136日 139日 168日 180日 131日 売掛債権／一日当り売上高
2 棚卸資産回転期間 日 85日 64日 74日 120日 110日 棚卸資産／一日当り売上高
3 仕入債務支払期間 日 107日 87日 118日 120日 81日 仕入債務／一日当り売上高
4 運転資本回転期間 日 114日 116日 124日 180日 161日 1+2-3

ﾚﾊ ﾚ゙ ｯｼ ＆゙流動性指標
1 自己資本比率 ％ 22.66% 25.29% 23.68% 19.15% 14.05% 自己資本／負債資本合計
2 借入金総額（億円） ¥ 149 145 144 248 256 借入金＋割引手形＋社債

98年年年年 3月月月月 99年年年年 3月月月月 00年年年年 3月月月月 01年年年年 3月月月月 02年年年年 3月月月月
481,044 1,010,205 (5,451,889)

2,393,628 1,608,186 1,762,389

192,393 281,112 (137,212)
(1,767,214) (9,436,813) 3,868,111

(50,000) 6,662 84,983
1,249,851 (6,530,648) 126,382

16,576 19,165 43,273
(255,847) (221,050) (310,148)
(862,745) (968,872) (398,493)
147,835 (7,701,405) (538,986)

(1,619,423) (1,604,462) (729,527)

(1,471,588) (9,305,867) (1,268,513)

578,195 9,824,197 1,909,583

(91,097) 51,334 49,306

(984,490) 569,664 690,376
1,975,020 990,530 1,560,194

現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物に係る換算差額
当期純キャッシュフロー当期純キャッシュフロー当期純キャッシュフロー当期純キャッシュフロー
期首現金及び現金同等物期首現金及び現金同等物期首現金及び現金同等物期首現金及び現金同等物

フリーキャッシュフローフリーキャッシュフローフリーキャッシュフローフリーキャッシュフロー
財務活動からのキャッシュフロー財務活動からのキャッシュフロー財務活動からのキャッシュフロー財務活動からのキャッシュフロー

小計小計小計小計
利息及び配当金の受取
利息の支払
法人税等の支払

営営営営
業業業業
活活活活
動動動動

税金等調整前当期純利益
非現金支出項目

営業からのキャッシュフロー営業からのキャッシュフロー営業からのキャッシュフロー営業からのキャッシュフロー

項　　　　目項　　　　目項　　　　目項　　　　目

投資活動へのキャッシュフロー投資活動へのキャッシュフロー投資活動へのキャッシュフロー投資活動へのキャッシュフロー

キャッシュフロー表キャッシュフロー表キャッシュフロー表キャッシュフロー表

営業外特別損益項目
運転資本の増減
その他

－連結－－連結－－連結－－連結－

6

経営目標
　ＳＴＥＰ－１

収益力と強固な財務基盤の構築

売上３３０億円規模（事業再編を見越し約２０％減）において、

営業利益率３％以上を確保

有利子負債１００億円削減

　ＳＴＥＰ－２
更なる利益の創出に向けて

　　 自社の強みを生かした事業ポートフォリオへ発展

新たな計画の骨子新たな計画の骨子新たな計画の骨子新たな計画の骨子

利益を確保しつつ、成長の基礎を確立する利益を確保しつつ、成長の基礎を確立する利益を確保しつつ、成長の基礎を確立する利益を確保しつつ、成長の基礎を確立する
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再建計画の全体像再建計画の全体像再建計画の全体像再建計画の全体像

STEP-1STEP-1STEP-1STEP-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減

STEP-2STEP-2STEP-2STEP-2

資産効率の改善資産効率の改善資産効率の改善資産効率の改善資産効率の改善資産効率の改善資産効率の改善資産効率の改善

退職金制度の変更退職金制度の変更退職金制度の変更退職金制度の変更退職金制度の変更退職金制度の変更退職金制度の変更退職金制度の変更

事業構造事業構造事業構造事業構造
の改革の改革の改革の改革

事業構造事業構造事業構造事業構造
の改革の改革の改革の改革

利益体質の「長野日本無線」
構築に向けた諸施策の実施時
期

３つの戦略オプションを実行に
移し、収益を拡大する時期

自主企画商品の自主企画商品の自主企画商品の自主企画商品の創出創出創出創出

異業種とのアライアンス異業種とのアライアンス異業種とのアライアンス異業種とのアライアンス

新ビジネスモデルの創出新ビジネスモデルの創出新ビジネスモデルの創出新ビジネスモデルの創出

新人事制度の導入新人事制度の導入新人事制度の導入新人事制度の導入新人事制度の導入新人事制度の導入新人事制度の導入新人事制度の導入

8

実行スケジュール実行スケジュール実行スケジュール実行スケジュール

STEPSTEPSTEPSTEP－１－１－１－１

利益体質の「長野日本無線」の構築

　営業利益率3%を確保

　有利子負債を100億円削減

STEPSTEPSTEPSTEP－１－１－１－１

利益体質の「長野日本無線」の構築

　営業利益率3%を確保

　有利子負債を100億円削減

STEPSTEPSTEPSTEP－２－２－２－２

高付加価値商品＆新規案件の創出

による利益の増大

STEPSTEPSTEPSTEP－２－２－２－２

高付加価値商品＆新規案件の創出

による利益の増大

平成16年3月末 平成17年3月末 平成18年3月末平成15年3月末

コスト削減よる収益力の強化

資産効率改善

　　　退職金制度変更

　　　事業構造の改革

新人事制度の導入

自主企画商品の開発・導入

異業種とのアライアンスによる事業創出

新ビジネスモデルの創出

進捗管理　・　更なる施策の検討
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　　　　　　コスト削減　　　　　　コスト削減　　　　　　コスト削減　　　　　　コスト削減

売上高売上高売上高売上高330330330330億円規模億円規模億円規模億円規模においてもにおいてもにおいてもにおいても営業営業営業営業利益率利益率利益率利益率3%3%3%3%以上以上以上以上
をををを確保する確保する確保する確保するコストコストコストコスト構造構造構造構造

売上高売上高売上高売上高330330330330億円規模億円規模億円規模億円規模においてもにおいてもにおいてもにおいても営業営業営業営業利益率利益率利益率利益率3%3%3%3%以上以上以上以上
をををを確保する確保する確保する確保するコストコストコストコスト構造構造構造構造目　標目　標目　標目　標目　標目　標目　標目　標

変動費比率の低減

目標：変動費比率を70%へ低減

固定費の削減

　　人件費

目標：平成14年度74億円

　　　　　→　平成16年度53億円
（21億円 約30%の削減）

　　経　費

目標：平成14年度39億円

　　　　　→　平成16年度35億円
（4億円 約10%の削減）

具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

年度
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100%　 82%　  70%　　64%　　63%

10

コストコストコストコスト削減削減削減削減
－－－－変動費の低減変動費の低減変動費の低減変動費の低減

変動費比率を変動費比率を変動費比率を変動費比率を70%70%70%70%へ低減へ低減へ低減へ低減変動費比率を変動費比率を変動費比率を変動費比率を70%70%70%70%へ低減へ低減へ低減へ低減目　標目　標目　標目　標目　標目　標目　標目　標

購入先・外注先の絞込み

目標：購入先数・外注先数の削減

設計段階における変動費管理の強化

部品点数・種類の削減、部品共通化

外注費の20%削減

内作化の推進

具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※ 変動費 ： 部品・材料費、外注費
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コストコストコストコスト削減削減削減削減
－人件費－人件費－人件費－人件費の削減の削減の削減の削減

平成平成平成平成14141414年度年度年度年度74747474億円億円億円億円　→　平成　→　平成　→　平成　→　平成16161616年度年度年度年度53535353億円億円億円億円

（（（（21212121億円の削減）億円の削減）億円の削減）億円の削減）

平成平成平成平成14141414年度年度年度年度74747474億円億円億円億円　→　平成　→　平成　→　平成　→　平成16161616年度年度年度年度53535353億円億円億円億円

（（（（21212121億円の削減）億円の削減）億円の削減）億円の削減）
目　標目　標目　標目　標目　標目　標目　標目　標

平成１４年度実施の１５億円削減に加え下記を計画

賞与削減

早期退職制度・自然減・子会社へ転籍

早期退職特別募集の実施

アウトソーシングの展開

新規アライアンス先、既存顧客先への人員派遣

具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

（実施済み：早期退職優遇制度の導入、賃金カット、賞与削減）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コスト削減コスト削減コスト削減コスト削減
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －経費－経費－経費－経費の削減の削減の削減の削減

平成平成平成平成14141414年度年度年度年度39393939億円億円億円億円　→　平成　→　平成　→　平成　→　平成16161616年度年度年度年度35353535億円億円億円億円

（（（（4444億円の削減）億円の削減）億円の削減）億円の削減）

平成平成平成平成14141414年度年度年度年度39393939億円億円億円億円　→　平成　→　平成　→　平成　→　平成16161616年度年度年度年度35353535億円億円億円億円

（（（（4444億円の削減）億円の削減）億円の削減）億円の削減）
目　標目　標目　標目　標目　標目　標目　標目　標

平成１４年度実施の８億円削減に加え下記を計画

海外事務所統廃合・事業撤退・投資抑制

海外事務所の閉鎖・光事業の撤退・設備投資の見直しによる削減

委託業務の見直しと業務改善による削減

具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策
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取引条件の見直し
各取引実態を明確にし、全社的な標準化を図る

回収可能品の見直し

自主企画商品の販売を強化

生産リードタイムの短縮
事業特性に応じた工程管理の強化

発注予測・生産計画等による取引先との緻密な管理

需給バランスに見合う製造体制の構築

滞留在庫の大幅削減
特別組織の設置

資産効率の改善資産効率の改善資産効率の改善資産効率の改善

売掛債権回収サイトの短縮売掛債権回収サイトの短縮売掛債権回収サイトの短縮売掛債権回収サイトの短縮
平成平成平成平成14141414年度年度年度年度111135353535日　→　平成日　→　平成日　→　平成日　→　平成17171717年度年度年度年度120120120120日日日日

棚卸資産回転期間の短縮棚卸資産回転期間の短縮棚卸資産回転期間の短縮棚卸資産回転期間の短縮
平成平成平成平成14141414年度年度年度年度90909090日　→　平成日　→　平成日　→　平成日　→　平成17171717年度年度年度年度77770000日日日日

売掛債権回収サイトの短縮売掛債権回収サイトの短縮売掛債権回収サイトの短縮売掛債権回収サイトの短縮
平成平成平成平成14141414年度年度年度年度111135353535日　→　平成日　→　平成日　→　平成日　→　平成17171717年度年度年度年度120120120120日日日日

棚卸資産回転期間の短縮棚卸資産回転期間の短縮棚卸資産回転期間の短縮棚卸資産回転期間の短縮
平成平成平成平成14141414年度年度年度年度90909090日　→　平成日　→　平成日　→　平成日　→　平成17171717年度年度年度年度77770000日日日日

目　標目　標目　標目　標目　標目　標目　標目　標

具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14

退職金退職金退職金退職金制度の変更制度の変更制度の変更制度の変更

退職給付関連費用を半減退職給付関連費用を半減退職給付関連費用を半減退職給付関連費用を半減

固定費の削減・将来の退職金負担リスクの軽減固定費の削減・将来の退職金負担リスクの軽減固定費の削減・将来の退職金負担リスクの軽減固定費の削減・将来の退職金負担リスクの軽減

退職給付関連費用を半減退職給付関連費用を半減退職給付関連費用を半減退職給付関連費用を半減

固定費の削減・将来の退職金負担リスクの軽減固定費の削減・将来の退職金負担リスクの軽減固定費の削減・将来の退職金負担リスクの軽減固定費の削減・将来の退職金負担リスクの軽減目　的目　的目　的目　的目　的目　的目　的目　的

退職金の制度変更（平成15年度実施予定）

従来の確定給付型から確定拠出型への移行の検討

キャッシュバランスプランの併用方式への移行の検討

成果型ヘの制度変更

具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策
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新人事制度の導入新人事制度の導入新人事制度の導入新人事制度の導入

年功序列型から成果主義への移行年功序列型から成果主義への移行年功序列型から成果主義への移行年功序列型から成果主義への移行年功序列型から成果主義への移行年功序列型から成果主義への移行年功序列型から成果主義への移行年功序列型から成果主義への移行目　的目　的目　的目　的目　的目　的目　的目　的

評価基準の変更とインセンティブの付与
役割と評価基準を明確にし、貢献業績評価を行う

報酬制度の変更
成果や業績貢献度により決定
定期昇給から報酬のレンジ制に変更する
業績連動型の総人件費・賞与とする

その他
育成・教育制度の変更

具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業構造の改革事業構造の改革事業構造の改革事業構造の改革

利益追求型「長野日本無線」への変革利益追求型「長野日本無線」への変革利益追求型「長野日本無線」への変革利益追求型「長野日本無線」への変革利益追求型「長野日本無線」への変革利益追求型「長野日本無線」への変革利益追求型「長野日本無線」への変革利益追求型「長野日本無線」への変革目　的目　的目　的目　的目　的目　的目　的目　的

事業部門の再構築
ビジネスユニット化

ユニット毎の事業方針

経営資源の再配分

生産部門の再構築
当社と子会社のすみわけ

子会社の再編

生産コストの削減

適正人員の把握と有効活用

具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策
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事業部門の再構築事業部門の再構築事業部門の再構築事業部門の再構築
－ビジネスユニット化－ビジネスユニット化－ビジネスユニット化－ビジネスユニット化

営　　業営　　業

生産管理生産管理

技　　術技　　術

営　業営　業

生産管理生産管理

技　術技　術

営　業営　業

生産管理生産管理

技　術技　術

営　業営　業

生産管理生産管理

技　術技　術

CBユニット MBユニット PBユニット

CBユニット(Communications) ：　通信電子関連部門、特機衛星関連部門

MBユニット(Mechatronics) ：　OA機器関連部門

PBユニット(Power Supply) ：　電源装置関連部門、

DBユニット(Device) ：　電子部品関連部門

現　　在現　　在現　　在現　　在 移　行　後移　行　後移　行　後移　行　後

事業特性に応じた資産効率・収益管理の実現事業特性に応じた資産効率・収益管理の実現事業特性に応じた資産効率・収益管理の実現事業特性に応じた資産効率・収益管理の実現

大幅な権限の委譲と責任の明確化大幅な権限の委譲と責任の明確化大幅な権限の委譲と責任の明確化大幅な権限の委譲と責任の明確化

事業特性に応じた資産効率・収益管理の実現事業特性に応じた資産効率・収益管理の実現事業特性に応じた資産効率・収益管理の実現事業特性に応じた資産効率・収益管理の実現

大幅な権限の委譲と責任の明確化大幅な権限の委譲と責任の明確化大幅な権限の委譲と責任の明確化大幅な権限の委譲と責任の明確化目　的目　的目　的目　的目　的目　的目　的目　的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

営　業営　業

生産管理生産管理

技　術技　術

DBユニット

18

ＣＢユニット事業方針ＣＢユニット事業方針ＣＢユニット事業方針ＣＢユニット事業方針
ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎssss

豊富な技術リソースを活用し、新分野・新規顧客を豊富な技術リソースを活用し、新分野・新規顧客を豊富な技術リソースを活用し、新分野・新規顧客を豊富な技術リソースを活用し、新分野・新規顧客を開拓開拓開拓開拓豊富な技術リソースを活用し、新分野・新規顧客を豊富な技術リソースを活用し、新分野・新規顧客を豊富な技術リソースを活用し、新分野・新規顧客を豊富な技術リソースを活用し、新分野・新規顧客を開拓開拓開拓開拓基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針

無線、制御、情報、システム開発技術の展開

自動車用機器

半導体製造用プラズマ発生装置の事業化

新規ビジネスモデルの展開

情報端末機器のテクニカルレップと生産

ソリューションビジネスの展開

福祉・セキュリティ分野への進出

主な施策主な施策主な施策主な施策

主要顧客の内作化および官公需の減少市場動向市場動向市場動向市場動向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



19

 委託事業
　　  大型機へ特化

 自主企画商品
　　   カラーデジタル印刷への製品投入
　　   国内代理店強化とメンテナンス網の整備
　　   海外（中国、台湾、ヨーロッパ）代理店網の構築

 新分野への展開
　　   生産用設備機器分野、医用機器分野など

ＭＢユニット事業方針ＭＢユニット事業方針ＭＢユニット事業方針ＭＢユニット事業方針
ＭｅｃｈａｔｒｏｎｉｃｓＭｅｃｈａｔｒｏｎｉｃｓＭｅｃｈａｔｒｏｎｉｃｓＭｅｃｈａｔｒｏｎｉｃｓ

委託事業
　汎用プリンタ、複写機は顧客の海外生産シフトにより減少するが、業務用

　　　大型機器が増加

自主企画商品
　　　 軽印刷業界は小型オフセット印刷からカラーデジタル印刷へ

市場動向市場動向市場動向市場動向

メカトロ技術の展開メカトロ技術の展開メカトロ技術の展開メカトロ技術の展開

　　委託事業の継承と自主企画商品の展開

メカトロ技術の展開メカトロ技術の展開メカトロ技術の展開メカトロ技術の展開

　　委託事業の継承と自主企画商品の展開
基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針

主な施策主な施策主な施策主な施策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

20

ＰＢユニットＰＢユニットＰＢユニットＰＢユニットの事業の事業の事業の事業方針方針方針方針
ＰｏｗｅｒＰｏｗｅｒＰｏｗｅｒＰｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｙ　Ｓｕｐｐｌｙ　Ｓｕｐｐｌｙ　Ｓｕｐｐｌｙ

キー技術の開発およびアライアンスによるキーデバイスの確保

コンシューマ電源の大幅な見直し
　　携帯電話用アダプタ ： 　撤退
　　パソコン用アダプタ ： 　ＪＶによる中国現地開発・生産

カスタム電源へのシフト
　　高度コンピュータシステム・放送器・通信基地局用高性能ＤＣ／ＤＣコンバータ、
　　ＨＶ車の組電池用コントロール電源、　ＬＣＤ用インバータ

標準電源
　　機種の整理と代理店販売

主な施策主な施策主な施策主な施策

高付加価値製品への転換高付加価値製品への転換高付加価値製品への転換高付加価値製品への転換

　　コンシューマ電源からカスタム電源へ 

高付加価値製品への転換高付加価値製品への転換高付加価値製品への転換高付加価値製品への転換

　　コンシューマ電源からカスタム電源へ 基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針

高度情報化、地上波デジタル放送などによるハイグレード、高信頼性の

   電源や環境問題を背景とした燃料電池関連などの新分野の需要増
市場動向市場動向市場動向市場動向
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ＤＢユニットＤＢユニットＤＢユニットＤＢユニットの事業の事業の事業の事業方針方針方針方針
DeviceDeviceDeviceDevice

電子部品

電源事業とのコラボレーション

ＡＢＳ

事業形態の再構築

光デバイス

客先の事業規模の縮小に伴う受注減による撤退

主な施策主な施策主な施策主な施策

事業戦略の見直し事業戦略の見直し事業戦略の見直し事業戦略の見直し事業戦略の見直し事業戦略の見直し事業戦略の見直し事業戦略の見直し基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針

ＡＢＳ

　　競争激化による利益の低下と、主要顧客の世界戦略の見直しによる売上減

光デバイス

　　加入者系の市場は拡大傾向にあるものの、幹線系は拡大が見込めない

市場動向市場動向市場動向市場動向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

22

経営資源の経営資源の経営資源の経営資源の再配分再配分再配分再配分（事業の見直し）（事業の見直し）（事業の見直し）（事業の見直し）

高付加価値商品の高付加価値商品の高付加価値商品の高付加価値商品の拡大に向け経営資源の再配分拡大に向け経営資源の再配分拡大に向け経営資源の再配分拡大に向け経営資源の再配分
を行う　（を行う　（を行う　（を行う　（不採算機種からの撤退）不採算機種からの撤退）不採算機種からの撤退）不採算機種からの撤退）

高付加価値商品の高付加価値商品の高付加価値商品の高付加価値商品の拡大に向け経営資源の再配分拡大に向け経営資源の再配分拡大に向け経営資源の再配分拡大に向け経営資源の再配分
を行う　（を行う　（を行う　（を行う　（不採算機種からの撤退）不採算機種からの撤退）不採算機種からの撤退）不採算機種からの撤退）目的目的目的目的目的目的目的目的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＣＢＣＢＣＢＣＢ

ＭＢＭＢＭＢＭＢ

信函ＦＡＸ事業信函ＦＡＸ事業信函ＦＡＸ事業信函ＦＡＸ事業

ＰＢＰＢＰＢＰＢ 携帯電話機用充電器携帯電話機用充電器携帯電話機用充電器携帯電話機用充電器

モジュール電源モジュール電源モジュール電源モジュール電源

標準電源標準電源標準電源標準電源

ＤＢＤＢＤＢＤＢ 光デバイス光デバイス光デバイス光デバイス

電子電子電子電子部品部品部品部品

ＡＢＳセンサＡＢＳセンサＡＢＳセンサＡＢＳセンサ

多岐にわたる機種多岐にわたる機種多岐にわたる機種多岐にわたる機種の整理の整理の整理の整理

一部機種の整理一部機種の整理一部機種の整理一部機種の整理

事業規模の見直し事業規模の見直し事業規模の見直し事業規模の見直し

コスト競争激化により撤退コスト競争激化により撤退コスト競争激化により撤退コスト競争激化により撤退

協業の解消協業の解消協業の解消協業の解消

機種の整理機種の整理機種の整理機種の整理

客先動向に客先動向に客先動向に客先動向により撤退より撤退より撤退より撤退

電源事業とのコラボレーション電源事業とのコラボレーション電源事業とのコラボレーション電源事業とのコラボレーション

事業形態の再構築事業形態の再構築事業形態の再構築事業形態の再構築
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需給バランスに見合う製造体制の構築とコスト対需給バランスに見合う製造体制の構築とコスト対需給バランスに見合う製造体制の構築とコスト対需給バランスに見合う製造体制の構築とコスト対
応力の強化応力の強化応力の強化応力の強化

需給バランスに見合う製造体制の構築とコスト対需給バランスに見合う製造体制の構築とコスト対需給バランスに見合う製造体制の構築とコスト対需給バランスに見合う製造体制の構築とコスト対
応力の強化応力の強化応力の強化応力の強化目　的目　的目　的目　的目　的目　的目　的目　的

製造体制のすみわけ

先端技術の開発のために、当社の製造部門に生産技術、

　機械工作、 試験・評価部門を集約

中小量産品の製造、検査を子会社に集約

国内子会社5社を製造子会社・サービス子会社に統合

4社にまたがる製造機能を1社に統合

3社にまたがるサービス業務委託機能を1社に統合

子会社の生産コストの削減（約30%）

内作の強化

人員削減

受託生産の拡大

ＥＭＳの展開

具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策

生産部門の再構築生産部門の再構築生産部門の再構築生産部門の再構築
－当社、－当社、－当社、－当社、子会社の組織再編子会社の組織再編子会社の組織再編子会社の組織再編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

24

適正人員の把握と有効活用適正人員の把握と有効活用適正人員の把握と有効活用適正人員の把握と有効活用

スリム化と有効活用スリム化と有効活用スリム化と有効活用スリム化と有効活用スリム化と有効活用スリム化と有効活用スリム化と有効活用スリム化と有効活用目　的目　的目　的目　的目　的目　的目　的目　的

ビジネスユニット毎の適正人員の配置

製造体制再編による適正人員の配置

人員の有効活用

人材開発センターの設置

変動費低減のための内作チームの設置

アウトソーシングの展開

具体的な施策具体的な施策具体的な施策具体的な施策
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更なる更なる更なる更なる利益の創出に向けて利益の創出に向けて利益の創出に向けて利益の創出に向けて

新規事業を中心とした技術開発の推進とビジネス展開新規事業を中心とした技術開発の推進とビジネス展開新規事業を中心とした技術開発の推進とビジネス展開新規事業を中心とした技術開発の推進とビジネス展開
により更なる利益拡大を狙うにより更なる利益拡大を狙うにより更なる利益拡大を狙うにより更なる利益拡大を狙う

新規事業を中心とした技術開発の推進とビジネス展開新規事業を中心とした技術開発の推進とビジネス展開新規事業を中心とした技術開発の推進とビジネス展開新規事業を中心とした技術開発の推進とビジネス展開
により更なる利益拡大を狙うにより更なる利益拡大を狙うにより更なる利益拡大を狙うにより更なる利益拡大を狙うTo DoTo Do

自主企画商品の展開

進行中の新規プロジェクト

異業種企業とのアライアンス

新ビジネスモデルの創出

ListListListList

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26

自主企画商品の展開自主企画商品の展開自主企画商品の展開自主企画商品の展開

目的目的目的目的目的目的目的目的 高付加価値商品の充実による利益の向上高付加価値商品の充実による利益の向上高付加価値商品の充実による利益の向上高付加価値商品の充実による利益の向上高付加価値商品の充実による利益の向上高付加価値商品の充実による利益の向上高付加価値商品の充実による利益の向上高付加価値商品の充実による利益の向上

　売上高構成比　平成14年度　10％　⇒　平成16年度　25％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カスタム電源へのシフト　ＰＢ　ＰＢ　ＰＢ　ＰＢ

メカトロ技術の展開　ＭＢ　ＭＢ　ＭＢ　ＭＢ

技術リソースの有効活用　ＣＢ　ＣＢ　ＣＢ　ＣＢ

ユニットを横断するプロジェクト

研究開発部門の強化

事業企画室の設立

全社全社全社全社

電源用フィルターの拡販　ＤＢ　ＤＢ　ＤＢ　ＤＢ
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中国向け通信インフラ事業

プラズマ発生装置

カラーカード印刷機

中国向け軽印刷事業

車載用電池部品

進行中の新規プロジェクト進行中の新規プロジェクト進行中の新規プロジェクト進行中の新規プロジェクト

経営資源の経営資源の経営資源の経営資源の再配分により、現在進行中の新規プロジェ再配分により、現在進行中の新規プロジェ再配分により、現在進行中の新規プロジェ再配分により、現在進行中の新規プロジェ

クトに経営資源を注力し事業の拡大を図るクトに経営資源を注力し事業の拡大を図るクトに経営資源を注力し事業の拡大を図るクトに経営資源を注力し事業の拡大を図る

経営資源の経営資源の経営資源の経営資源の再配分により、現在進行中の新規プロジェ再配分により、現在進行中の新規プロジェ再配分により、現在進行中の新規プロジェ再配分により、現在進行中の新規プロジェ

クトに経営資源を注力し事業の拡大を図るクトに経営資源を注力し事業の拡大を図るクトに経営資源を注力し事業の拡大を図るクトに経営資源を注力し事業の拡大を図るTo DoTo Do

ListListListList
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異業種企業とのアライアンス異業種企業とのアライアンス異業種企業とのアライアンス異業種企業とのアライアンス

　新商品の創出　新商品の創出　新商品の創出　新商品の創出

　販路の拡大　販路の拡大　販路の拡大　販路の拡大 　　　　　　　　　　　　さらに新ビジネスモデルのさらに新ビジネスモデルのさらに新ビジネスモデルのさらに新ビジネスモデルの

　事業　事業　事業　事業拡大拡大拡大拡大 創出への展開につなげる創出への展開につなげる創出への展開につなげる創出への展開につなげる

　新商品の創出　新商品の創出　新商品の創出　新商品の創出

　販路の拡大　販路の拡大　販路の拡大　販路の拡大 　　　　　　　　　　　　さらに新ビジネスモデルのさらに新ビジネスモデルのさらに新ビジネスモデルのさらに新ビジネスモデルの

　事業　事業　事業　事業拡大拡大拡大拡大 創出への展開につなげる創出への展開につなげる創出への展開につなげる創出への展開につなげる

目的目的目的目的目的目的目的目的

販路の相互乗り入れによる新たな事業分野への進出販路の拡大販路の拡大販路の拡大販路の拡大

製品、技術、人的資産および設備の相互交流、有効活用事業の拡大事業の拡大事業の拡大事業の拡大

当社技術との融合・提携新商品の創出新商品の創出新商品の創出新商品の創出

Ａ社Ａ社Ａ社Ａ社 ：：：： 機械メーカー　　Ｂ社機械メーカー　　Ｂ社機械メーカー　　Ｂ社機械メーカー　　Ｂ社 ：：：： 電装メーカー　　Ｃ社電装メーカー　　Ｃ社電装メーカー　　Ｃ社電装メーカー　　Ｃ社 ：半導体メーカー　　：半導体メーカー　　：半導体メーカー　　：半導体メーカー　　
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新ビジネスモデルの創出新ビジネスモデルの創出新ビジネスモデルの創出新ビジネスモデルの創出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受託生産で培われた技術力

無線・通信、電源、メカトロに
おける開発力

優良顧客とのつながり
技術を組み合わせ、新製品の
提案を行う力

多様な製品に対応する力

マーケットを絞った自社ブランド製品の保有

　　・受託生産中心から、バランスのとれた事業ポートフォリオへ発展　　・受託生産中心から、バランスのとれた事業ポートフォリオへ発展　　・受託生産中心から、バランスのとれた事業ポートフォリオへ発展　　・受託生産中心から、バランスのとれた事業ポートフォリオへ発展

　　・新ビジネスモデルの創出　　　例）　テクニカル・レップ事業の展開　　・新ビジネスモデルの創出　　　例）　テクニカル・レップ事業の展開　　・新ビジネスモデルの創出　　　例）　テクニカル・レップ事業の展開　　・新ビジネスモデルの創出　　　例）　テクニカル・レップ事業の展開

HARA
以　上

HARA
 


