
1 

2017年3月期業績及び 
2018年3月期業績予想 

日本電波工業株式会社 
2017年6月23日 

【注意事項】 
 当プレゼンテーション中、当社の現在の計画、概算、戦略、判断などの記載、また、その他の既に確定した   
 事実でない記載は、将来の業績についての見通しに関するものです。これらの見通しは、現在入手可能な情報 
 による当社経営者の判断に基づくものです。実際の業績は、さまざまな重要なリスク要因や不確実な要素に 
 より、見通しの中で説明されている業績から大きく異なる可能性もあり、これらの見通しに過度に依存され 
 ないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、当社が見通しを 
 常に見直すとも限りません。リスクや不確実な要素には、為替変動、製品に対する需要変動、開発・生産能力、 
 関係会社の業績、及びその他のリスクや不確定要素を含みます。 

補足説明会資料 



１．2016年度（2017年3月期）業績 
  
    ２．2017年度（2018年3月期）業績予想  
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＜本日の内容＞ 

＜発表者＞取締役 執行役員副社長 加藤啓美 



決算サマリー 
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(単位：百万円） ① ② ③ ③－① ③－②

2015年度
通期実績

2016年度
通期

5/12予想

2016年度
通期実績

前年同期比
5/12
予想比

売上高 44,850 45,000 43,791 ▲ 1,059 ▲ 1,209
営業利益 410 850 727 317 ▲ 123
税引前利益 102 750 472 370 ▲ 278
当期利益 317 650 611 294 ▲ 39
当期包括利益 ▲ 1,414 - ▲ 72 1,342 －
為 替 レ ー ト
（ 対 米 ド ル ）

120.16円 110.00円 109.03円 ▲11.13円 ▲0.97円
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2016年度 通期売上高 

車載

産業機器

移動体通信

AV/OA+光学 TV、PC、カメラ向け等で売上高が減少

超音波機器、その他 超音波機器販売の顧客における生産調整の影響で、売上高は前年比減少

販売数量は増加したが、商品のSMD化進展に伴う製品構成の変化があったことに加えて円高が
進んだ影響で平均売上単価が低下し、売上高は前年比減少

中国スマホメーカー向けの販売が大きく伸びたことに加えて、スマホ向けSAWデバイスのラインを
立ち上げ、販売を開始。また、最先端スマホ向け1612サイズTCXOの量産を開始

2016年度に入ってから携帯電話基地局向け水晶製品の需要が第５世代移動通信システム(５Ｇ)
への移行を控えて想定以上に低調だったため、売上高は計画比減少
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利益増減要因（2015年度→2016年度) 



四半期業績推移 
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車載     ：2016年度４Qは、ADAS向け等で売上高が拡大 
産業機器 ：2016年度４Qは、宇宙・特機向けの高付加価値品販売が増加 

移動体通信   ：2016年度４Qは、季節要因の影響で３Q比売上高は減少 
AV/OA 
（光学含む） 

：TV・パソコン・カメラ等向けの販売低迷が継続 

主要用途別売上高推移 



１．2016年度（2017年3月期）業績 
  
    ２．2017年度（2018年3月期）業績予想  
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2017年度に 
売上高500億円企業 
への復活を果たす！ 
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中期売上目標 
■車載：成長戦略の軸足とする 
■産業機器：高付加価値商品の開発・販売を強化する 
■移動体通信：北米と中国スマホメーカー向けを中心に拡販 
■SAW：移動体通信向け売上UP＆車載市場への参入を狙う 
 

成長路線を継続 
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車載市場 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

成長に向けた軸足を車載市場に置く 

ADAS機器を搭載する自動車の割合 
2015年：9%⇒2020年:16% 

車載用水晶製品の需要は 
年率10%以上伸びると推定 

ADAS・自動運転に求められるスペックに対応した高信頼性製品 
（水晶振動子、TCXO、クロック用発振器、SAW）を開発、拡販 

車載 
カメラ 

ミリ波 
レーダ 

通信 
機器 

125℃の高温下 
で高精度の仕様 
が求められる 



【宇宙・特機】   
●周波数シンセサイザ/モジュール品 
 ⇒無線通信装置やレーダ等向け  
    
 
 
 
●無線通信装置の開発・販売も強化 

【周波数シンセサイザ】 
 低位相雑音、低スプリアス 
 特性のマイクロ波通信 
 用途に最適  
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産業機器市場 

  

【光通信市場】 
光ネットワークの長距離･大容量化に伴
い、高速通信対応の高周波発振器要求が
増加 ⇒新商品MVCXO(※) 

【MVCXO】 
 広い周波数範囲：15MHz~4200MHz 
 優れたｼﾞｯﾀ特性：150fs rms/622MHz 
  

世界最高精度の高付加価値商品を開発・拡販する 
 
  

【9*7mm OCXO】 
 超小型・起動特性改善 
  

【基地局市場】 
データ量の増大に伴い、小型の基地局 
やスポット基地局の設置が急速に進む 
 ⇒小型/高精度OCXO開発と拡販推進 

(※) Multi Mode VCXO 
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移動体通信市場 

北米と中国スマホメーカー向けを中心に拡販 

微細加工技術を活かして 
機械加工方式では得られない高い精度と信頼性を実現する 

次は1210ｻｲｽﾞ 

（顧客）北米と中国スマホメーカー向け 
    を中心に拡販 

（製品）1612サイズの水晶製品を 
     中心に拡販  

1612ｻｲｽﾞTCXO 

米粒 

0.5mmのスケール 
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SAWデバイス 

移動体通信向け売上UP＆車載市場への参入を狙う 

小型・低背化ニーズに対応した 
NDK独自のパッケージング技術 

（WL-CSP技術）を活かしたＳＡＷデバイス 

■2016年度に続き、米系モジュールメーカーへ販売 
  ■2017年度は中国圏市場へ新規参入 

車載用SAW 
ビジネスへの本格参入 

に向けた製品開発 
認定活動を推進中 
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超音波機器・センサ 

■携帯型簡易超音波装置・3次元画像用プローブの販売を強化 
■食品・インフルエンザ検査向けセンサの商品化を推進 

ガス計測センサをJAXAと共同開発（世界初） 

人工衛星や探査機の材料から放出される 
ガスが望遠鏡レンズ等に付着する問題 
（＝コンタミネーション）の解決に 
当社のQCMセンサが貢献！！ 

＜JAXA COSMODE＞  
企業等と連携し、宇宙開発の成果を広く社会に 
還元し、宇宙航空の魅力を地上の生活へ届ける 
ため JAXA が展開している「ブランド」です。
COSMODE付与対象となるのは、JAXA の特許・
技術を利用して生まれた商品や、JAXA の画像・ 
映像等の著作物を活用し生まれた商品です。  

【Twin QCM センサ外観写真】  

■ガス計測センサの開発・販売 
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【設備投資】2017年度は、70億円を計画  
 

2017年度 設備投資 

 
 

【2017年度設備投資】 
設備投資額の約9割が 
増産・生産合理化投資 

 
 



＜参考＞ 
 売上高への影響（通期）1円変動⇒約2.0億円 
 営業利益への影響（通期）1円変動⇒約0.5億円    
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2017年度業績予想 

(単位：百万円）

2016年度 2017年度

実績 予想

売上高 43,791 50,000

営業利益 727 1,500

税引前利益 472 1,400

当期利益 611 1,100

税引前利益率 1.1% 2.8%

109.03円 108.00円
為 替 レ ー ト
（ 対 米 ド ル
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益々、水晶デバイスが活躍する時代へ 

（総務省資料より） 
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LTE

LTE-Advanced

移動通信システムの進化（第１世代～第5世代）

最大

通信速度

（bps）

（year）

音声

メール

静止画

インターネット

高精細動画

最大通信速度は30年間で約10,000倍

自動運転
IoT

スマホ中心

の世界

動画

周波数の制御と選択、検出における 
水晶専業メーカーとして、 

NDKグループは 
新らしい社会の創出に 

益々必要不可欠な役割を担います 



18 （準天頂衛星初号機みちびき：JAXA提供） 

2017年6月1日、準天頂衛星「みちびき」打ち上げ成功 

準天頂衛星「みちびき」には 
NDKの水晶デバイスが搭載されています 

NDKの水晶デバイス 
今後ともNDKが提供する全ての製品で 
高い技術力と信頼性を追求してまいります 
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IRに関する問い合わせ先 
 

日本電波工業株式会社 経営企画室 
Mail: irmaster@ndk.com 

これからも、「お客様への奉仕を通じて、社会
の繁栄、世界の平和に貢献する」という当社の
創業理念を私たちの使命として、社会の 
「安全・安心・快適」に貢献してまいります。 
今後とも変わらぬご支援を賜りますよう宜しく
お願いいたします。 
 
ご清聴ありがとうございました。 
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