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決算トピックス
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◎連結(2009年３月期 中間（

◎単体(2009年３月期 中間（

売上高 389           百万円 ＇予想比  19.2％増（
営業利益 89             百万円 ＇予想比  38.4％増（
経常利益 137           百万円 ＇予想比118.0％増（
中間純利益 136           百万円 ＇予想比116.1％増（



多摩川ホールディングス-業績サマリー
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売上高
1,950百万円
(327)

2,737百万円
(389)

2009年3月期中間

期初予想
2009年3月期中間

公表数値

75百万円
(65)

182百万円

(89)

39百万円
(35)

161百万円
(137)

35百万円
(63)

161百万円
(136)

営業利益

経常利益

当期利益

上段が連結、下段の＇ （内が単体数字

備 考

■売上高の増加＇期初予想比＋787百万円 ＋40%（
・電子・通信用機器の売上が期初予想を約4憶強上回る。

＇携帯基地局関連製品及びデジタル放送関連機器が好調（

・ＬＩＭ＇レーザー・インデックス・マーキング（の売上が予想を上回る。

＇Seagate社売上好調及び国内販売が＋180百万円（

■営業利益の改善
・売上原価率の増加を20%程度に抑えた＇国内（

・労務費が予算比▲50百万円＇残業等の削減（

・製造経費の削減効果 レンタル費予算比 ▲20百万円

・従業員の削減 54名＇３月（→46名＇９月（＇シンガポール（

■経常利益

・受取配当金 約17百万円

・支払利息 約26百万円

・為替差損 約15百万円＇貸付金（



多摩川ホールディングス-連結貸借対照表
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＇単位：百万円、％（
2009年３月期中間

連結累計期間＇実績（
2008年３月期末

＇実績（
金額 金額 金額 ＇増減比（

流動資産 3,212 3,721 ▲ 509 ▲ 13.7
現金及び預金 804 706 98 13.9

受取手形及び売掛金 1,939 2,045 ▲ 106 ▲ 5.2

有価証券 0 255 ▲ 255 ▲ 100.0 投資信託 4月売却分

棚卸資産 389 580 ▲ 190 ▲ 32.9 仕入の減尐に伴う棚卸の減尐

その他 78 134 ▲ 55 ▲ 41.8

固定資産 1,058 1,275 ▲ 216 ▲ 17.0

有形固定資産 726 855 ▲ 128 ▲ 15.1

無形固定資産 51 322 ▲ 271 ▲ 84.2 国際会計基準から日本会計基準への修正に伴うもの

投資その他の資産 280 96 184 191.7 投資信託　新規買付

資産合計 4,270 4,996 ▲ 726 ▲ 14.5
流動負債 1,815 2,292 ▲ 476 ▲ 20.8

支払手形及び買掛金 863 1,300 ▲ 436 ▲ 33.6 夏以降、材料仕入、外注費等が減尐したことに伴う
短期借入金 624 403 221 54.8 借入による増加

未払金 220 252 ▲ 32 ▲ 12.7
その他 107 335 ▲ 228 ▲ 68.1

固定負債 499 649 ▲ 149 ▲ 23.1

社債 199 266 ▲ 66 ▲ 25.2 社債償還による減尐
長期借入金 155 173 ▲ 18 ▲ 10.4 借入金返済による減尐

その他 143 208 ▲ 64 ▲ 31.3
負債合計 2,315 2,941 ▲ 626 ▲ 21.3

株主資本 1,952 2,046 ▲ 94 ▲ 4.6
資本金 1,029 1,029 0 0.0

資本準備金 1,023 1,196 ▲ 172 ▲ 14.5 「資本準備金の額の減尐及び剰余金の処分」を行う。＇6/10付（

利益剰余金 ▲ 41 ▲ 119 78 ▲ 65.5

自己株式 ▲ 59 ▲ 59 0 0.0 ホールディングス設立時買取分
評価・換算差額等 3 0 3 n.a.

尐数株主持分 0 8 ▲ 8 ▲ 100.0
純資産合計 1,955 2,055 ▲ 99 ▲ 4.9

負債純資産合計 4,270 4,996 ▲ 726 ▲ 14.5

差額
増　減　要　因



多摩川ホールディングス-キャッシュ・フロー計算書
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＇単位：百万円（

2009年３月期中間
連結累計期間＇実績（

2008年３月期末
＇実績（

金額 金額

売掛債権の回収　＋13百万円

仕入債務の減尐　▲361百万円

有価証券の売却　＋255百万円

有価証券の取得　▲200百万円

借入金の借入れ　＋275百万円

借入金の返済　▲172百万円

68

117

710

▲ 135

▲ 110

▲ 121

601

増　減　要　因

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

現金および現金同等物の期末残高

▲ 78



子会社戦略方針 多摩川電子

多摩川電子
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目　 標 
高周波分野に特化した、より高度なニーズに対応する商品開発 
に着手し、市場の拡大を図る。　
　　　
戦　 略 
新技術・保有技術・外部技術を融合した新しい分野に、
新しい商品の開発を展開する。

戦　 術 
顧客ビジネスとの融合、技術提携による事業拡大。 
事業範囲を狭く固定しない、ニッチビジネスによる市場シェアーの拡大。
部品事業から複合化製品への事業拡大。 



多摩川電子-業績サマリー
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備 考

1,919百万円

▲10百万円

▲７百万円

▲７百万円

営業利益

売上高

経常利益

当期利益

2009年3月期中間

公表数値

■売上高予想比 ＋439百万円

分類別売上構成
・移動体モバイル 50%強

・デジタル放送 20%強

・防衛関連 10%弱

■製品別売上構成
・デバイス品 1,542百万円

・システム品 375百万円

■経費等
・売上原価 1,535百万円

・販管費 394百万円



アプライト・テクノロジーズ

子会社戦略方針 アプライト・テクノロジーズ社
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基幹技術 レーザー微細加工技術

事業の柱 ＨＤＤ製造関連装置の開発、製造、販売

戦　略
①情報機器という新たな分野に事業を拡大することにより、
　 通信設備投資需要の変動に影響されにくく、より安定的な収益拡大

②微細加工技術を用いて環境分野への事業進出も視野に入れ、
　 医療機器ソーラーテクノロジー、グリーンテクノロジーの分野への参入。



アプライト・テクノロジーズ社-業績サマリー
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備 考

■売上高予想比 ＋290百万円

分類別売上構成
・国内向け販売 126百万円＇仕入ベース（

・Seagate社向け販売 321百万円

■製品別売上構成
・レーザーインデックスマーキング等 75%

・サービス・消耗部品 25%

■経費等
・売上原価 390百万円

・販管費 237百万円

683百万円

55百万円

▲18百万円

▲18百万円

営業利益

売上高

経常利益

当期利益

2009年3月期中間

公表数値
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戦略方針 多摩川ホールディングス
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11月末 東京事務所開設
Ｍ＆Ａ等の情報収集の拠点とする。

1. 多摩川電子を中核事業として、シナジー効果がはかれる事業分野のＭ＆Ａを推進
2. 新規事業として、いくつかのポートフォリオを構築し、キャッシュ・フロー重視のＭ＆

Ａを推進

１．キャッシュ・フロー経営

２．営業基盤→ ・人材＇経営を含めて（
・クライアント
・ブランド

３．成長性 → 企業価値の向上

積極的にＭ＆Ａを推進し、事業の拡大を図り、
企業価値の向上をめざす。



製品の沿革
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2000年1990年1980年1960年 1970年
要素技術拡大の時代モバイル普及の時代事業拡張の時代設立の時代 発展成長の時代

設立 1968＇S43年（

起業商品

・ 固定減衰器

・ 可変減衰器

・ 終端器

1968年～1973年

・ PIN ATT/SW

・ 光通信用デバイス

・ フィルタ開発

・ 信号発生器

・ 切替器

1974年～1987年

・ 分配/合成器

・ 方向性結合器

・ LNA

・ C/N比試験機

・ ノイズジェネレーター

1988年～1991年

・ ヘッドアンプ

・ PLO/DDSOsc

TTL/STL/FPU

・ 入出力・隣接除去

フィルタ

・２重縮退モードフィルタ

＇特許出願中（

・屋内/屋外リピータ

1992年～2000年

・ 26GHz導波管型

DUP/FIL

・ Ka バンド

Amp/Conv

☆WiMAX

☆ETC/DSRC

☆防衛・衛星

☆消防・防災

2000年～現在



ターゲットとする事業領域
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放送関連
既存マーケット

MCA無線システム＇業務用無線システム（
特定小電力無線＇音声アシスト用無線電話（

マイクロ波検査
・異物検査、異音振動判定システム

センサー技術
・輸送装置、研究開発環境、医療環境

遠方監視システム
センサーネットワークシステム

携帯関連

無線事業

検査装置

震動計

プラント環境事業

部品・フィルタ等の
単品提供

システム機器
＇特機品・自社開発品（

システム開発
＇ハードウェア・ソフトウェア（

防衛関連

センサーネットワークシステム
＇ソリューションの提供（

新

規

開

拓

マ

ー

ケ

ッ

ト



ソリューション提供企業への変身
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要素技術

・高周波フィルタ設計技術
・調整技術
・測定技術

新技術
＇開発（

外部技術
＇提携等（

クライアントの
ニーズ発掘

・独自の特機品の提供
・ソリューション提供
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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　橋本　昇

事業内容 持株会社

資本金 1,029,413千円＇2008年9月末現在（

従業員数 172人＇連結グループ全体（＇2008年9月末現在（

発行済株式数 5,461,000株＇2008年9月末現在（
株主数 756名＇2008年9月末現在（

主要株主 コメルツバンク＇サウスイーストアジア（リミテッド(23.54%)、DBSバンクリミテッド700112(10.36%)、

EFGバンクホンコン(5.07%)、CBSGバンクジュリアスベアシンガポールブランチ(3.77%)、

多摩川ホールディングス(3.69%)、

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

役員構成 代表取締役社長        橋本　昇

代表取締役副社長　   山越　裕介

取締役　　　　 　       　佐々木　匡

常勤監査役　 　　     　平山　和明

監査役　　　　        　　北田　幸三

監査役　　　　        　　大井　敏生

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および販売

株式会社アプライト・テクノロジーズ社

事業内容：持株会社＇微細加工技術のレーザーリサーチ＇ＬR（社が完全子会社、米国にＬR社100%子会社を持つ（



会社沿革
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1968年 11月 東京都大田区に㈲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㈱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ドライバー等を開発

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㈱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



経営方針・経営理念

経営理念

経営方針

当社の
モットー

「夢と希望を持った物作り集団」であり続け、日本企業
のもつ高い技術開発力を基盤に、創造性のある世界
企業を目指すとともに、地域社会・株主への還元とグ
ループ企業全体の価値向上に努める。

グループ全体の企業価値向上に努める、独創
性をもつ企業集団であり続ける意思決定の早
いスピード経営を目指す。

透明性・信頼性を明確に

20



子会社状況及び投資比率
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※レーザーリサーチ社の持株会社

㈱多摩川電子

ルサージュ・システムズ

レーザーリサーチ＇米国（

アプライト・テクノロジーズ

100%

100%

100%

98%

レーザーリサーチ

84.58%



本資料のお問い合わせ先

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

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、潜在的なリスクや不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。
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