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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません 

２．売上高には、消費税は含んでおりません。  

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。  

回次 
第85期 

第１四半期連結
累計(会計)期間

第84期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
６月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高（千円） 8,162,527 37,267,279 

経常利益（千円） 278,332 867,678 

四半期（当期）純利益（千円） 260,131 856,359 

純資産額（千円） 2,707,887 2,512,270 

総資産額（千円） 26,582,803 27,204,724 

１株当たり純資産額（円） 74.36 68.99 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
7.14 23.52 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
－ － 

自己資本比率（％） 10.2 9.2 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
685,895 1,571,569 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△50,179 △70,754 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△757,478 △2,135,654 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
2,168,499 2,304,228 

従業員数（人） 2,549 2,480 
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２【事業の内容】 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む）であります。 

２．臨時従業員数は、総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であります。 

２．臨時従業員は総数の100分の10未満であるため記載を省略しております。 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 2,549   

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 860   
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間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、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間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、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引については相殺消去しております。 

２．当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

金額（千円） 

情報・通信機器 3,383,949 

メカトロニクス機器 1,974,130 

電源・エネルギー機器 2,927,589 

合計 8,285,670 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円） 

情報・通信機器 3,518,854 5,892,690 

メカトロニクス機器 1,963,643 2,839,131 

電源・エネルギー機器 2,899,537 3,083,772 

合計 8,382,034 11,815,595 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

金額（千円） 

情報・通信機器 3,321,201 

メカトロニクス機器 2,006,118 

電源・エネルギー機器 2,835,207 

合計 8,162,527 

相手先 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

金額（千円） 割合（％） 

富士ゼロックス㈱ 1,124,144 13.8 

三菱電機㈱ 917,713 11.2 
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２【経営上の重要な契約等】 

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。なお、

当第1四半期連結会計期間は四半期報告書の作成初年度であるため、前年同期との対比は行っておりません。 

（1）業績の状況 

 当社グループは、収益力の向上を目指し、事業力の強化と企業体質の変革を基本方針とする、中期経営計画

「Innovate NJ 2008」に基づき諸施策を展開しております。本計画は平成18年度を初年度とする３ヵ年の計画で

あり、前連結会計年度までの２年間における進捗は、概ね計画通りに推移いたしました。計画の 終年度である

当連結会計年度につきましても、引き続き計画達成に向け諸施策の展開を図っております。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、衛星関連機器の増加および高速複写器に関する新機種が本

格的に生産開始となったことなどにより、81億６千２百万円となりました。 

 利益につきましては、高付加価値製品の売上の増加、生産革新運動および費用削減の継続などにより、営業利

益は３億５千９百万円、経常利益は２億７千８百万円、四半期純利益は２億６千万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの売上高は、 

 情報・通信機器        33億２千１百万円 

 メカトロニクス機器      20億６百万円   

 電源・エネルギー機器     28億３千５百万円 

となりました。 

 所在地別セグメントの売上高は、 

 日本             80億４千８百万円 

 アジア             1億１千４百万円 

となりました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首に比べ１億３千５

百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末残高は21億６千８百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、６億８千５百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益２億

７千８百万円および売上債権の減少額11億９千３百万円に対して、たな卸資産の増加額６億９千７百万円および

仕入債務の減少額２億１千１百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、５千万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出７千万円

によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、７億５千７百万円となりました。これは主に長期借入金の返済６億２百万円

および短期借入金の返済１億５千４百万円によるものであります。 

（3）事業上および財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

（4）研究開発活動 

 当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、１億４千１百万円であります。な

お、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

2008/08/13 10:48:31長野日本無線株式会社/四半期報告書/2008-06-30



第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（２）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（５）【大株主の状況】 

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 60,000,000 

計 60,000,000 

種類 
第１四半期会計期間末現在発行
数（株） 

（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年８月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 36,420,538 36,420,538 
東京証券取引所 

（市場第二部） 
－ 

計 36,420,538 36,420,538 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成20年４月１日～ 
平成20年６月30日 － 36,420,538 － 3,649,580 － 2,840,440 
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（６）【議決権の状況】 

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。  

平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      5,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 36,403,000 36,403 － 

単元未満株式 普通株式     12,538 － 
１単元（1,000株）

未満の株式 

発行済株式総数 36,420,538 － － 

総株主の議決権 － 36,403 － 

平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

長野日本無線株式

会社 

長野県長野市稲里

町1163番地 
5,000 － 5,000 0.01 

計 － 5,000 － 5,000 0.01 

月別 
平成20年 
４月 

５月 ６月 

高（円） 144 185 210 

低（円） 124 138 168 
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第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けており

ます。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,507,199 2,642,928

受取手形及び売掛金 9,059,150 10,352,447

製品 733,123 601,970

原材料 1,061,557 917,496

仕掛品 5,803,444 5,467,154

繰延税金資産 461,320 459,638

その他 253,716 266,719

貸倒引当金 △22,193 △19,230

流動資産合計 19,857,320 20,689,123

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  1,728,363 ※1  1,753,569

機械装置及び運搬具（純額） ※1  373,310 ※1  437,792

土地 3,432,429 3,432,429

建設仮勘定 14,462 2,109

その他（純額） ※1  467,256 ※1  210,991

有形固定資産合計 6,015,821 5,836,892

無形固定資産 24,197 26,363

投資その他の資産   

投資有価証券 463,827 428,235

繰延税金資産 15,549 16,252

その他 262,740 284,154

貸倒引当金 △56,653 △76,298

投資その他の資産合計 685,463 652,344

固定資産合計 6,725,482 6,515,600

資産合計 26,582,803 27,204,724
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,616,736 7,950,635

短期借入金 5,686,000 5,840,748

一年内返済予定長期借入金 2,538,020 2,664,220

未払法人税等 28,745 63,513

未払費用 538,084 253,327

製品保証引当金 19,014 19,014

その他 1,011,081 1,088,093

流動負債合計 17,437,684 17,879,552

固定負債   

長期借入金 4,617,520 5,094,050

退職給付引当金 309,779 295,299

役員退職慰労引当金 5,128 9,089

繰延税金負債 41,935 27,526

再評価に係る繰延税金負債 613,793 613,793

長期未払金 662,141 771,912

その他 186,933 1,230

固定負債合計 6,437,231 6,812,901

負債合計 23,874,915 24,692,453

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,649,580 3,649,580

資本剰余金 2,840,440 2,840,440

利益剰余金 △4,695,985 △4,956,116

自己株式 △1,157 △1,157

株主資本合計 1,792,878 1,532,746

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61,619 40,421

土地再評価差額金 904,069 904,069

為替換算調整勘定 △50,678 35,033

評価・換算差額等合計 915,009 979,523

純資産合計 2,707,887 2,512,270

負債純資産合計 26,582,803 27,204,724
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（２）【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）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

売上高 8,162,527

売上原価 7,080,085

売上総利益 1,082,442

販売費及び一般管理費  

荷造発送費 90,519

貸倒引当金繰入額 5,774

給料 365,561

退職給付費用 16,678

その他 244,139

販売費及び一般管理費合計 722,673

営業利益 359,768

営業外収益  

受取利息 473

受取配当金 2,059

受取賃貸料 2,347

為替差益 33,511

その他 5,627

営業外収益合計 44,019

営業外費用  

支払利息 106,826

売上債権売却損 14,205

その他 4,424

営業外費用合計 125,456

経常利益 278,332

税金等調整前四半期純利益 278,332

法人税、住民税及び事業税 19,163

法人税等調整額 △962

法人税等合計 18,200

四半期純利益 260,131
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 278,332

減価償却費 105,789

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,480

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,961

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,681

受取利息及び受取配当金 △2,532

支払利息 106,826

売上債権の増減額（△は増加） 1,193,606

たな卸資産の増減額（△は増加） △697,677

その他の流動資産の増減額（△は増加） △363

仕入債務の増減額（△は減少） △211,145

未払費用の増減額（△は減少） 297,244

未払消費税等の増減額（△は減少） △101,942

長期未払金の増減額（△は減少） △109,770

その他の流動負債の増減額（△は減少） △43,757

その他 40,458

小計 848,903

利息及び配当金の受取額 2,532

利息の支払額 △121,572

法人税等の支払額 △43,967

営業活動によるキャッシュ・フロー 685,895

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 △70,545

その他 20,366

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,179

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） △154,748

長期借入金の返済による支出 △602,730

財務活動によるキャッシュ・フロー △757,478

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △135,728

現金及び現金同等物の期首残高 2,304,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  2,168,499
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

会計処理基準に関する事項

の変更 

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法の

変更  

たな卸資産 

 従来、製品および仕掛品については個別

法および総平均法に基づく原価法により、

また原材料については移動平均法に基づく

原価法によっておりましたが、当第１四半

期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴

い、製品および仕掛品については個別法お

よび総平均法に基づく原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により、また原材料につい

ては移動平均法に基づく原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しておりま

す。これにより、営業利益、経常利益およ

び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

14,270千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。 

  (2) リース取引に関する会計基準の適用  

 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（以下、「所有権移転外ファイナン

ス・リース取引」という）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、「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））および

「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））

が平成20年４月１日以後開始する連結会計

年度に係る四半期連結財務諸表から適用す

ることができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会

計基準等を適用し、通常の売買取引に係る

会計処理によっております。また、所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産の減価償却の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。これによ

り、リース資産が有形固定資産に275,917

千円計上されております。なお、営業利

益、経常利益および税金等調整前四半期純

利益に与える影響はありません。 
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【追加情報】 

  

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当第１四半期連結会計期間から、機械装置の耐用

年数については、法人税法の改正を契機として資産

の利用状況の見直しを行い、一部の資産について耐

用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更

しております。これにより、営業利益、経常利益お

よび税金等調整前四半期純利益はそれぞれ1,331千

円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式    36,420千株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式       5千株 

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 

 該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、10,685,815千円

であります。  

 ２ 受取手形割引高は398,695千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、10,716,479千円

であります。  

 ２ 受取手形割引高は553,758千円であります。 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

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 2,507,199千円

預入期間が３ヵ月を超える定

期預金 
 △338,700千円

現金及び現金同等物 2,168,499千円
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、製造方法およ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。 

２．会計処理の方法の変更 

 （たな卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」（1）に記載のとおり、当第１四半

期連結会計期間より「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）を適

用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、情報・通信機器で

7,202千円、メカトロニクス機器で2,784千円、電源・エネルギー機器で4,283千円それぞれ減少しておりま

す。 

３．追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

当第１四半期連結会計期間から、機械装置の耐用年数については、法人税法の改正を契機として資産の利

用状況の見直しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しており

ます。従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、情報・通信機器で472千円、メカトロニクス機器で

140千円、電源・エネルギー機器で703千円、全社で14千円それぞれ減少しております。 

  
情報・通信

機器 
（千円） 

メカトロニ
クス機器  
（千円）  

電源・エネ
ルギー機器 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全

社 
（千円） 

連結 
 （千円） 

売上高            

(1)外部顧客に対する売上高 3,321,201 2,006,118 2,835,207 8,162,527 － 8,162,527 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 50,668 50,668 (50,668) － 

計 3,321,201 2,006,118 2,885,876 8,213,196 (50,668) 8,162,527 

営業利益 319,254 175,700 81,519 576,474 (216,705) 359,768 

事業区分 主要製品 

情報・通信機器 通信機器、放送機器、特殊機器、衛星関連機器、情報端末機器 

 メカトロニクス機器  事務用機器、業務用特殊機器、生産設備機器、医用機器 

電源・エネルギー機器 ＯＡ電源、産業機器用電源、特殊電源、標準電源、電子部品 
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【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．国また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または地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア…香港 

３．会計処理の方法の変更 

 （たな卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」（1）に記載のとおり、当第１四半

期連結会計期間より「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）を適

用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で14,270千円減少

しております。 

４．追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

当第１四半期連結会計期間から、機械および装置の耐用年数については、法人税法の改正を契機として資

産の利用状況の見直しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更し

ております。従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で1,331千円減少しております。 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア…香港、台湾、中華人民共和国等 

その他の地域…アメリカ合衆国、イギリス等 

３．海外売上高は、当社およ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。 

  日本（千円） 
アジア 

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高 8,048,506 114,021 8,162,527 － 8,162,527 

(2)セグメント間の内部売上高又は
振替高 34,510 1,290,137 1,324,647 (1,324,647) － 

計 8,083,017 1,404,158 9,487,175 (1,324,647) 8,162,527 

営業利益 578,654 3,582 582,237 (222,468) 359,768 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,192,106 282,791 1,474,897 

Ⅱ 連結売上高（千円）     8,162,527 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割
合（％） 

14.6 3.5 18.1 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 74.36円 １株当たり純資産額 68.99円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり四半期純利益金額 7.14円

     

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

四半期純利益（千円） 260,131 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る四半期純利益（千円） 260,131 

期中平均株式数（千株） 36,415 
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２【その他】 

 該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年８月５日

長野日本無線株式会社     

取 締 役 会  御中     

  監査法人トーマツ   

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 五十幡 理一郎 印 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 小 松  聡  印 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 杉 田 昌 則 印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている長野日本無線株

式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、長野日本無線株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期

報告書に添付する形で別途保管しております。  

 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。  
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