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2010年3月期 業績概要



決算トピックス

売上高 ２ , ８ ０ ３ 百 万 円

営業利益 ▲ ２ ２ ６ 百 万 円

経常利益 ▲ ２ ２ ４ 百 万 円

当期純利益 ▲ ５ ７ ０ 百 万 円

連結（2010年3月期 ）
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多摩川ホールディングス 業績サマリー

備 考

事業別売上高

電子・通信用機器 2,796百万円

レーザー機器 89百万円

その他 376百万円

事業別営業利益

電子・通信用機器 ▲291百万円

レーザー機器 1百万円

その他 63百万円

売上高

営業利益

経常利益

当期利益

2010年3月期
期初予想

3,389百万円

139百万円

133百万円

133百万円

2010年3月期
公表数値

2,803百万円

▲ 226百万円

▲ 224百万円

▲ 570百万円
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多摩川ホールディングス 連結貸借対照表
（単位：百万円、％）

2010年３月期
（実績）

2009年３月期
（実績）

差額
増 減 要 因

金額 金額 金額 （増減比）
流動資産 1,917 2,244 ▲326 ▲14.6 

現金及び預金 664 819 ▲155 ▲18.9 

受取手形及び売掛金 914 1,033 ▲118 ▲11.4 

棚卸資産 275 345 ▲70 ▲20.3 

その他 63 46 16 35.3 

固定資産 422 764 ▲342 ▲44.7 

有形固定資産 295 450 ▲155 ▲34.5 

無形固定資産 38 47 ▲8 ▲18.6 減損損失処理による減少

投資その他の資産 89 266 ▲177 ▲66.6 有価証券(投資組合)の減損による減少

資産合計 2,340 3,009 ▲668 ▲22.2 

流動負債 1,025 1,226 ▲200 ▲16.4 

支払手形及び買掛金 422 511 ▲88 ▲17.3 仕入の減少による

短期借入金 432 507 ▲74 ▲14.7 借入金返済による減少

未払金 39 108 ▲68 ▲63.7 

その他 110 99 11 11.5 

固定負債 152 317 ▲164 ▲51.9 

社債 49 132 ▲82 ▲62.4 社債の償還による減少

長期借入金 17 83 ▲66 ▲79.5 借入金返済による減少

その他 85 101 ▲15 ▲15.2 

負債合計 1,178 1,543 ▲365 ▲23.7 

株主資本 1,154 1,373 ▲218 ▲15.9 

資本金 1,101 1,029 72 7.0 第三者割当増資による増加

資本剰余金 1,096 1,023 72 7.1 第三者割当増資による増加

利益剰余金 ▲ 982 ▲ 619 ▲363 58.6 

自己株式 ▲ 59 ▲ 59 0 0.0 

評価・換算差額等 7 91 ▲84 ▲92.1 

純資産合計 1,162 1,465 ▲303 ▲20.7 

負債純資産合計 2,340 3,009 ▲668 ▲22.2 6



多摩川ホールディングス キャッシュ・フロー計算書

2010年3月期
連結累計期間（実績）

2009年3月期
連結累計期間（実績） 増減要因

金額 金額

営業活動による
キャッシュ・フロー

▲ 0.8百万円 259百万円

売上債権の増加 46百万円

仕入債務の増加 73百万円

投資活動による
キャッシュ・フロー

11百万円 ▲17百万円

有形固定資産の取得 22百万円

無形固定資産の取得 25百万円

財務活動による
キャッシュ・フロー

▲ 82百万円 ▲194百万円

社債の償還 ▲150百万円

借入金の返済 173百万円

現金及び現金同等物の
期末残高

621百万円 714百万円

（単位：百万円）
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多摩川ホールディングス 戦略方針

情報収集拠点をベースとし、既存事業の安定化及び新規事業の
構築を図り、企業価値の向上と共に社会的貢献企業を目指す。

2010年2月 バイオエナジー・リソーシス株式会社設立（100%子会社）
本格的にバイオマスエネルギー供給事業を開始し、グループの新しい収益の柱として育
てていくことを目的に、設立いたしました。
このたび設立した子会社においては、バイオマス燃料の一つである、東南アジアを中心と
するパーム産業から大量に発生するパームカーネルシェル(PKS)の販売を行います。
また、バイオマスボイラー共同設置事業においては、バイオマス燃料使用のボイラーへの
転換を推進することにより、二酸化炭素排出量削減と省エネルギーの包拢的サービスの
構築を目指して参ります。
新たな市場の創造と拡大にチャレンジし、地球環境保全に貢献する分野に取り組み、当
社の社会的使命の遂行と企業価値の向上を進めて参ります。

多摩川ホールディングス 戦略方針
①地球保全に貢献する「環境エネルギー分野」のビジネス構築
②多摩川電子の安定化（シナジー効果が見込まれる業務提携等の推進）
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バイオエナジー・
リソーシス㈱

多摩川ホールデイングス

PT. Indonesia 
Biomass Resources

設 立 2010年2月

日本における木質燃料の
供給およびバイオマスボイ
ラー設備の導入によるエス
コ事業

設立 2010年6月

インドネシアにおける木質燃
料の調達および安定供給

事業概要

環境エネルギー事業

日本での取り組み

2010年1月より日本において木質燃料（PKS燃料）の販売事業

及び、バイオマスボイラー共同設置事業を開始致しました。バイ

オマスボイラーは、木質燃料を使用する温水・蒸気ボイラーで

あり、中小規模の事業所の重油を使用するボイラーを、高効率

かつバイオマス燃料使用の設備に置き換えることにより省エネ

ルギーを図ります。現在、国内のボイラーメーカー2社と販売協

力で提携致しました。

インドネシアでの取り組み

2010年6月にインドネシア現地法人を設立し、事業を開始いた

しました。主に日本の発電所・事業所等大口需要家向けに、イ

ンドネシアにて大量に発生する木質燃料資源の調達と安定供

給を担う為、現地港湾近隣地に在庫保管基地、バイオマスボイ

ラー向け高品質化木質燃料の加工・パッキングセンターを開設

致します。日本での大口需要の増加に対応する為、現地法人

では在庫保管基地を順次増強して参ります。
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経営方針・経営理念
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多摩川電子 事業方針

（１）高周波分野に特化し、より高度なニーズに対応する

商品開発に着手し 「ニッチビジネス」 市場の拡大を図る。

（２）お客様に 「存在価値」 を提供する。

①ディスカウント
・低価格品での「存在価値」を提供。

②コンビニエンス
・お客様の「ニーズ」に応える、「困った時」の手助けによる「存在価値」を提供。

③スペシャリティ
・「ニッチビジネス」での魅力、特有性で「存在価値」を提供。
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多摩川電子 業績サマリー

• 2,705百万円売上高

• ▲296百万円営業利益

• ▲292百万円経常利益

• ▲330百万円当期利益

2010年3月期 実績数値

分類別売上構成
•モバイル関連 52.0％
•放送関連 21.6％
•防衛関連 6.5％
•防災関連 2.8％
•その他 17.1％

製品別売上構成
•デバイス品 2,028百万円
•システム品 676百万円

経費等
•売上原価 2,341百万円
•販管費 660百万円

備 考
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設
立
の
時
代

1968~1973

・固定減衰器

・可変減衰器

・終端器

発
展
成
長
の
時
代

1974~1987

・PIN ATT・SW
・分配・合成器

・方向性結合器

・フィルタ

事
業
拡
張
の
時
代

1988~1991

・LNA

・C/Ｎ比試験機

・ノイズジェネレーター

・光通信デバイス

モ
バ
イ
ル
普
及
の
時
代

1992~2000

・ヘッドアンプ
・PLO/ＯＳＣ

・光コンバター

・屋内／屋外リピータ

要
素
技
術
拡
大
の
時
代

2000~現在

・ﾐﾘ波帯FIL
・kuﾊﾞﾝﾄ帯AMP

・多重縮退ﾓｰﾄ

ﾌｨﾙﾀ（特許出願）

・OSC/TTL/STL

時代のニーズと共に商品化
創立
43年

製品群の沿革
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防衛分野

防災分野

モバイル分野

放送分野

交通分野

ﾏｲｸﾛ波、気象
ETC、DSRC
無線LAN

船舶無線
航空無線
ｱﾏﾁｭｱ無線

各種業務用無線
防災、警察消防

FM放送

衛星通信
電波天文
レーダー

短波
HF

超短波
VHF

極超短波
UHF

ﾏｲｸﾛ波
SHF

ﾐﾘ波
EHF ･･･

3MHz 30MHz 300MHz 3GHz 30GHz 300GHz

･･･

携帯電話
TV放送

各種業務用無線

・｢中核事業｣ : 事業を「強く」し、優位性を確保できる事業体質の構築。

・｢成長事業｣ : 事業を「伸ばす」、機会を活かす投資で事業規模を拡大し「中核事業」にする。

・｢新規事業｣ : 事業の「芽」を育て、数年後に「成長事業」にする。

事業柱の拡張・開拓

ターゲット事業領域
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会社概要
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会社名 株式会社多摩川ホールディングス

本社所在地 〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中3-11-23 

会社設立 1968年11月

上場 1999年 8月（JASDAQ 証券コード：６８３８）

代表者 代表取締役社長 宇留嶋 健二

事業内容 持株会社

資本金 1,101,628千円（2010年3月末現在）

従業員数 112人（連結グループ全体）（2010年3月末現在）

発行済株式数 6,774,000株（2010年6月末現在）

株主数 721名（2010年3月末現在）

主要株主 CBSGバンクジュリアスベア シンガポールブランチ（21.21%）

主要取引銀行 （株）三菱東京UFJ銀行、（株）みずほ銀行、（株）りそな銀行、（株）横浜銀行、（株）三井住友銀行

役員構成 代表取締役社長 宇留嶋 健二

(2010年6月末現在) 取締役 増山 慶太

取締役 髙澤 公一

取締役 日下 成人

常勤監査役 平山 和明

監査役 北田 幸三

監査役 西谷 英成

子会社 株式会社多摩川電子

事業内容：通信機器および部品並びに電子応用機器の製造及び販売

株式会社韓国多摩川電子（株式会社多摩川電子100％子会社）

事業内容：通信機器および部品並びに電子応用機器の製造及び販売

バイオエナジー・リソーシス株式会社（株式会社多摩川ホールディングス100％子会社）

事業内容：パームカーネルシェル(PKSの販売事業及び、バイオマスボイラー共同設置事業

PT. Indonesia Biomass Resources（当社グループ100％子会社）

事業内容：パームカーネルシェル(PKS)の輸出及び販売



会社沿革
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１９６８年 １１月 東京都大田区に（有）多摩川電子を設立（資本金１００万円）

１９７０年 ５月 有限会社より株式会社へ組織変更

横浜市港北区に本社・工場を移転

１０月 測定器の校正業務を開始

１９７７年 ４月 神奈川県高座郡綾瀬町（現・綾瀬市）に本社工場を建設、移転

汎用信号発生器・搬送端局装置・通信衛星用フィルタを開発

１９８５年 ４月 事業拡大により新工場（綾瀬市）を建設し、操業開始

光ＩＤテスター、ＦＥＴ用ＲＦバーイン装置を開発

１９８７年 １０月 子会社（株）武川エレクトロニクスを設立し、化合物半導体の組立、試験の事業を開始

３ＧＨｚシンセサイザー、ＡＯＭドライバーを開発

１９９４年 １０月 本社新社屋完成

１９９６年 ３月 ＩＳＯ9001の認証取得

１９９７年 ４月 子会社（株）武川エレクトロニクスを吸収合併し、山梨事業所を設置

１９９９年 ８月 日本証券業協会に株式を店頭登録

２００４年 ２月 ＩＳＯ14001認証取得

２００７年 ４月 かながわ中小企業モデル工場指定更新

ＴＤＤ通信用高電力スイッチの開発

１０月 会社分割により株式会社多摩川ホールディングスに商号変更

株式会社多摩川電子、アプライト・テクノロジーズ社を子会社化

２００９年 １月 株式会社多摩川電子が子会社として株式会社韓国多摩川電子を設立

５月 子会社アプライト・テクノロジーズ解散

１１月 「環境関連事業準備室」を設置

２０１０年 １月 「環境関連事業準備室」を「環境関連エネルギー事業部」に改称し、バイオマスエネルギー供給事業を開始

２月 第三者割当増資により144百万円の資金調達

当社100％子会社 バイオエナジー・リソーシス㈱を設立

６月 当社グループ100％子会社PT. Indonesia Biomass Resourcesを設立



本資料のお問い合わせ先

TEL: 0467-79-7027
E-mail: ir@tmex.co.jp

増山

本資料は、決算の業績及び当社のご理解を深めていただくための情報の提供を目的としたものであり、
当社への投資を勧誘することを目的としたものではありません。また、本資料中の情報によって生じ
た障害・損害については、当社は一切責任を負いません。
本資料中の業績予想及び将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したもの
であり、潜在的なリスクや丌確実性が含まれております。そのため事業環境の変化等の様々な要因に
より、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは異なる結果となることがあることをご
承知おきください。


