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平成25年３月期 第２四半期の業績ハイライト

■ 太陽光エネルギー事業（太陽光システム販売事業及び太陽光発電所事業）

・従来から進めていた太陽光システム販売事業に加え、平成24年７月より太陽

光発電所事業を開始光発電所事業を開始。

・山口県下関市でメガソーラー発電所を建設中であり、当該発電所を運営する

専門会社である「株式会社GPエナジー」を新たに設立。

■ 電子機器事業

・スマートフォンの普及に伴う３．９世代携帯電話インフラ関連の設備投資拡大

により安定した需要を確保。により安定した需要を確保。

・原価率改善や経費削減により、収益状況は大きく改善。

■ バイオマスエネルギー供給事業

経営資源の選択と集中により 平成24年９月末で撤退・経営資源の選択と集中により、平成24年９月末で撤退。

■ グループ全体

・受注、売上は好転し、通期に於ける黒字化もシェア。

受注高 ： 1,953百万円（前年同期比 5.7%増）
売上高 : 1,590百万円 (前年同期比 44.4%増）
営業利益 : 93百万円 (前年同期は営業損失 41百万円)
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営業利益 : 93百万円 (前年同期は営業損失 41百万円)
経常利益 : 83百万円 (前年同期は経常損失 37百万円)
四半期純利益 : 91百万円 (前年同期は四半期純損失 43百万円)



事業の概要

㈱多摩川ホールディングス

設 立 1968年11月

電子・通信機器用事業
（デバイス事業及びシステム事業）
電子・通信機器用事業
（デバイス事業及びシステム事業）

太陽光エネルギー事業
（太陽光システム販売事業及び太陽光発電所事業）
太陽光エネルギー事業
（太陽光システム販売事業及び太陽光発電所事業）

㈱多摩川電子

（多摩川ホールディングス内 事業部）

太陽光エネルギー事業部

設 立 2007年10月

太陽光発電所事業

（100％子会社㈱GPエナジ 含む）

太陽光システム販売事業

デバイス事業

高周波無線技術をバックボ ン

太陽光システム販売事業

太陽光 ジ シ ム 直接及び代理店経由販売

事業部設置 2011年10月

（100％子会社㈱GPエナジー含む）

事業部設置 2012年7月

高周波無線技術をバックボーン
とした高周波デバイス及び無線
通信用計測機器の開発・提供

システム事業

無線通信・放送用機器、及び高

太陽光モジュール、システムの直接及び代理店経由販売

（PV発電事業者、個人住宅）

太陽光発電所事業

自社及びグループ会社により 太陽光発電所を所有・管理し 売電事線通信 放送用機器、及 高
周波応用システム機器の開発・
提供

自社及びグル プ会社により、太陽光発電所を所有・管理し、売電事

業により安定的な収益を確保（現状、2か所の太陽光発電所を運営）

注）バイオマスエネルギー供給事業は、平静24年9月末に撤退。



事業セグメント別収益

ギ■ 太陽光エネルギー事業
（単位：百万円）

実績並びに今後の展開

平成24年
第 半期

平成25年
第 半期

増減 拡大する市場に向け､産業用､個人用向け販売を強化､

並びに高品質製品を軸に収益拡大を目指す第2四半期 第2四半期
金額 増減率

受注高 4 98 94 -

並びに高品質製品を軸に収益拡大を目指す

【平成25年3月期第2四半期実績】

■ 「再生可能エネルギー法」（平成24年7月施行）により、売
売上高 - 98 98 -

セグメント損益 ▲5 ▲ 22 ▲ 17 -

■ 再生可能エネルギ 法」（平成24年7月施行）により、売
電事業が自由化

－ 産業向け、個人向けともに太陽光システムの需要拡大

－ 高品質と価格競争力のある製品により需要は拡大

■ 低価格・高品質な太陽光発電システムの販売■ 低価格 高品質な太陽光発電システムの販売

■ 社内体制整備、営業活動強化

【今後の展開】

太 事業 参
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受注高 売上高 営業利益

■ 太陽光発電所事業への参入

－ 海外メーカーからの低価格太陽光パネル調達により、

低コスト発電所を建設

－ 売電事業による安定的収入が期待される
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－当第２四半期で1期目となるメガソーラー発電所用地を確

保。現在は早期の発電所稼働を目指し建設中

■ メガソーラー案件の取り組み加速

■ 第２四半期に引き続き、社内体制の整備と営業活動の強
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事業セグメント別収益

■ 電子・通信用機器事業
（単位：百万円）

実績並びに今後の展開
平成24年期 平成25年 増減

携帯基地局関連の受注増に伴う収益性の拡大、及び
原価改善による利益化

第2四半期 第2四半期
金額 増減率

受注高 1,278 1,780 502 39.3%

【 平成25年3月期第2四半期実績】

■ 携帯基地局の増設に伴う商品受注の増加

■原価率改善や経費削減により収益状況は改善、黒字化

■ 得意先の設備投資環境は改善、携帯電話設備関連に

売上高 1,006 1,417 410 40.8%

営業利益 ▲ 25 148 173 -
■ 得意先の設備投資環境は改善、携帯電話設備関連に

おける営業活動の強化により受注、売上は大幅改善

■ 利益率を重視した営業施策、海外調達先拡大による

コストダウン活動を実施
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受注高 売上高 営業利益（単位：百万円）

【今後の展開】

■ ビジネス領域の拡大

- 公共無線､官公庁向けビジネスの拡大

- 顧客層の拡大並びに海外展開強化による販売領域拡大800
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顧客層の拡大並びに海外展開強化による販売領域拡大

■ 新規開発の強化

- 次世代通信(高帯域化)に向けた製品開発

- 装置､試験機等の装置品強化のため､制御技術の確立

- コア部品の自社調達による製品優位性の確保
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■その他

- 海外工場との提携・連携強化による価格競争力向上

- 製品・部品在庫の適正化による財務面の強化
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事業セグメント別収益

■ バイオマスエネルギー供給事業
（単位：百万円）

実績並びに今後の展開平成24年
第2四半期

平成25年
第2四半期

増減

第2四半期 第2四半期
金額 増減率

受注高 566 74 ▲ 492 ▲86.9%

売上高 95 74 ▲ 20 ▲21.3%

営業利益 ▲ 32 ▲ 30 2 -

経営資源の選択と集中により、平成24年９月末で
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グループ連結収益

■ 連結損益計算書 （単位：百万円）
（単位：百万円）

平成23年 平成24年 平成25年

増減 受注高 売上高 営業利益 当期純利益
平成23年
第2四半期

平成24年
第2四半期

平成25年
第2四半期

金額 増減率

受注高 1,233 1,849 1,953 104 5.7%
2,000

2,500

売上高
1,164 1,101 1,590

489 44.4%
（100%） （100%） （100%）

売上原価
1,035 864 1,187

322 37.3%
（88 9％） （78 5％） （74 7％）

1,500

（88.9％） （78.5％） （74.7％）

売上総利益
128 236 403

166 70.5%
（11.1％） （21.5％） （25.3％）

販売管理費
321 277 309

31 11 3%

1,000

販売管理費 31 11.3%
（27.6％） （25.2％） （19.4％）

営業利益
▲ 192 ▲ 41 93

135 -
（-） （-） （5.9％）

▲ 183 ▲ 37 83

500

経常利益
▲ 183 ▲ 37 83

121 -
（-） （-） （5.2％）

税引等調整前 ▲ 262
（-）

▲ 39
（-）

94
（5.9%）

133 -
四半期純利益 ‐500

0

7※上記表内の( )表記は、売上高に対する比率です。なお、マイナス数値については表記しておりません。

四半期純利益
▲ 265 ▲ 43 91

135 -
（-） （-） （5.7％）

500

平成23年

第2四半期

平成24年

第2四半期

平成25年

第2四半期



グループ連結財務状況

■ 連結貸借対照表 （単位：百万円）

平成23年

3月期末

 平成24年

3月期末

平成25年

第2四半期

金額 金額 金額 金額 増減率

流動資産 1 529 1 293 1 568 275 21 3%

増減

流動資産 1,529 1,293 1,568 275 21.3%

現金及び預金 493 55 437 381 683.6%

受取手形及び売掛金 663 864 717 ▲ 147 ▲17.0%

商品及び製品 190 92 109 16 18.4%

仕掛品 55 134 199 64 47.9%

原材料及び貯蔵品 83 72 74 2 3.0%

その他 44 73 31 ▲ 42 ▲57.6%その他 44 ▲ 42 ▲57.6%

固定資産 235 150 198 47 31.7%

有形固定資産 205 132 178 46 34.9%

無形固定資産 0 0 1 1 -

投資その他の資産 30 17 17 0 0.8%

繰延資産 1 0 - ▲0 -

繰延資産 0 0 - ▲0 -

開業費 1 0 - ▲0 -

資産合計 1,766 1,444 1,766 321 22.3%

流動負債 883 598 637 39 6.6%

支払手形及び買掛金 429 364 378 14 4.0%

短期借入金 202 29 88 58 193.7%

未払金 30 48 61 13 27.6%

その他 220 155 109 ▲ 46 ▲29.9%

固定負債 83 85 233 148 174.9%

長期借入金 - - 142 142 -

退職給付引当金 82 85 90 5 7.0%

その他 0 0 - ▲0 -

負債合計 967 683 871 188 27.6%

株主資本 802 765 897 132 17 3%株主資本 802 765 897 132 17.3%

資本金 1,101 1,101 1,101 - -

資本剰余金 1,096 1,096 1,096 - -

利益剰余金 ▲ 1,335 ▲ 1,372 ▲ 1,239 132 ▲9.6%

自己株式 ▲ 60 ▲ 60 ▲ 60 ▲0 0.1%

その他の

包括利益累計額
▲ 3 ▲ 4 ▲ 2 1 33.6%
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その他

有価証券評価差額金
▲ 1 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 1 ▲67.2%

為替換算調整勘定 ▲ 1 ▲ 2 - 2 -

純資産合計 799 761 894 133 17.6%

1,766 1,444 1,766 321 22.3%負債純資産合計



業績予想

■ 決算期実績値及び業績予想数値

第 半期 第 半期 計 通期

（単位：百万円）

第1四半期 第2四半期（累計） 通期

実績値(A) 実績値(B) 予想値(C)

売上高 738 1,590 3,507

営業利益 18 93 182

経常利益 10 83 170

四半期純利益 8 91 175

1株当たり
1 32 13 91 26 74

※業績予想数値は 平静24年11月12日に公表した平成25年3月期第二四半期の予想数値です

1株当たり
純利益(円) 1.32 13.91 26.74

※業績予想数値は、平静24年11月12日に公表した平成25年3月期第二四半期の予想数値です。
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今後の事業展開

～当社グループは、新たなる成長ステージへ～

当社グル プは 各事業会社のシナジ を高め 電子 通信機器用事業の技術応用展開と 今後市場拡大が当社グループは、各事業会社のシナジーを高め、電子・通信機器用事業の技術応用展開と、今後市場拡大が
見込まれ、安定的な成長事業である太陽光エネルギー事業によって、総合的な環境エネルギーソリューションカン
パニーを目指します。

-環境エネルギーソリューション

カンパニーを目指し、新たな価値の創造へ-

太陽光エネルギー事業

技術ソリューションを備えた
総合環境エネルギー

ソリューションカンパニー

電子機器事業

電子技術、品質管理技術
を活用した太陽光

エネルギーソリューション

電子機器事業、
バイオエネルギー事業
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平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期



本資料における注記事項

本資料に記載の業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた発行日現在の見通しであり、

リスクや不確実性を含んでいます。

つきましては 実際の業績は 様々な要素により これら業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきくださいつきましては､実際の業績は、様々な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。

その他、実際の業績に影響を与える要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向

等が含まれており、かつこれらに限定されるものではありません。

（本資料に関するお問い合わせ）

株式会社多摩川ホールディングス

経営企画部 TEL 0467 79 7027

TAMAGAWA HOLDINGS CO., LTD.

経営企画部 TEL. . 0467-79-7027

株式会社多摩川ホールディングス http://www.tmex.co.jp
本社： 〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中3-11-23 TEL. 0467-79-7027
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