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提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 従業員数は就業人員数を記載しております。 

   ３ 当社は、関連会社がないため、持分法についての該当事項はありません。 

   ４ 当社は、潜在株式が存在せず、また、当第１四半期会計期間においては純損失であるため、 

    潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益について記載しておりません。 

  

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】

回次
第74期

第１四半期 
累計(会計)期間

第73期

会計期間
自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日

自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日

売上高 (千円) 5,024,496 23,987,002

経常利益又は経常損失(△) (千円) △25,806 707,746

当期純利益又は四半期純損失
(△)

(千円) △23,501 325,265

持分法を適用した場合の投資利
益

(千円) ― ―

資本金 (千円) 569,375 569,375

発行済株式総数 (株) 3,432,475 3,432,475

純資産額 (千円) 3,477,499 3,722,406

総資産額 (千円) 11,734,767 12,885,894

１株当たり純資産額 (円) 1,015.51 1,087.01

１株当たり当期純利益又は四半
期純損失(△)

(円) △6.86 94.98

潜在株式調整後 
１株当たり四半期(当期)純利益

(円) ― ―

１株当たり配当額 (円) ― 25.00

自己資本比率 (％) 29.6 28.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △2,023,322 71,154

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △13,461 △506,002

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 799,511 △81,931

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) 928,602 2,165,874

従業員数 (名) 378 381



当第１四半期会計期間において、当社において営まれる事業の内容に重要な変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

平成20年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

   ２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当四半期会計期間の平均雇用人員(１日7.5時間換算)であります。 

   ３ 臨時従業員には、パートタイマー、顧問及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

従業員数(名) 378(31)



 

当第１四半期会計期間における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合  

該当する相手先がないため、記載を省略しております。 

３ 当社は、通常の営業形態として第３四半期会計期間に売上が集中する季節的変動があります。 

 

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注実績

品目別 受注高(千円) 受注残高(千円)

制御・情報機器システム 3,122,402 5,831,753

計測器 1,245,429 639,886

分析機器 1,144,868 881,432

産業機器その他 784,559 1,404,561

合計 6,297,260 8,757,634

(2) 販売実績

品目別 販売高(千円)

制御・情報機器システム 2,270,795

計測器 1,160,875

分析機器 1,323,914

産業機器その他 268,911

合計 5,024,496

２ 【経営上の重要な契約等】



（１）経営成績の分析 

    当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した同国経済の減速

や国際的な金融資本市場の混乱、さらには国内への波及による影響、そして昨年末からの原油をはじめとした

原材料価格の急騰や株式の大幅な下落等の影響を受け、一段と不透明感が強まり、減速の色合いが濃くなる展

開となりました。 

 当計測・制御業界におきましても、公共、エネルギー、石油化学等の関連は、比較的堅調を維持しているも

のの、自動車、半導体をはじめとしたそれ以外の業種において景気減速による設備投資の減少傾向が顕著とな

りました。 

 このような環境下、当社は安定した需要が見込める上水道、都市ガス、電力、石油化学等の業種に加え、安

全性への関心の高い食品・薬品業界や研究開発が活発な自動車業界に積極的な販売活動を展開いたしました。 

 以上の結果、受注高は62億97百万円、売上高は50億24百万円となりました。利益面につきましては、当社の

通常の営業形態として第３四半期会計期間に売上ならびに営業費用が集中する季節変動等もあり、当第１四半

期会計期間におきましては、営業損失は28百万円、経常損失は25百万円、四半期純損失は23百万円となりまし

た。 

  

   部門別の概況は、次の通りであります。 

   制御・情報機器システム部門 

    当部門につきましては、上水道、都市ガス、電力、鉄鋼、石油化学などで設備更新需要が好調に推移し、売

上高は22億70百万円となりました。 

   計測器部門 

    当部門につきましては、通信・自動車関連は比較的堅調でしたが、半導体装置関連が厳しく、売上高は11億

60百万円となりました。 

   分析機器部門 

 当部門につきましては、食品・薬品をはじめ警察・税関等の公共検査機関向けが堅調に推移し、売上高は13

億23百万円となりました。 

産業機器その他部門 

 当部門につきましては、従来の自動車関連に加え電気部品メーカー向け試験装置等が好調に推移し、売上高

は２億68百万円となりました。 

  

（２）財政状態の分析 

（資産） 

 流動資産は、前事業年度末に比べて9.8％減少し、94億25百万円となりました。これは、現金及び預金が12億

37百万円、受取手形及び売掛金が４億61百万円減少した一方、たな卸資産が５億71百万円増加したことなどに

よるものであります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて5.4％減少し、23億９百万円となりました。これは、主として投資有価証

券が時価の下落等によって２億42百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて8.9％減少し、117億34百万円となりました。 

（負債） 

  流動負債は、前事業年度末に比べて11.0％減少し、74億22百万円となりました。これは、買掛金が15億90百

万円減少した一方、短期借入金が８億60百万円増加したことによるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて1.4％増加し、８億35百万円となりました。これは退職給付引当金が11百

万円増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて9.9％減少し、82億57百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて6.6％減少し、34億77百万円となしました。これは、主としてその他有

価証券評価差額金が１億35百万円減少したことによるものであります。 

  

３ 【財政状態及び経営成績の分析】



（３）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期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、前事業年度末に比べ、

12億37百万円減少し、９億28百万円となりました。 

 当第１四半期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主な変動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） 

 当第１四半期会計期間における営業活動により、20億23百万円の資金支出となりました。 

これは売上債権の減少額４億61百万円があった一方、仕入債務の減少額15億90百万円やたな卸資産の増加額５

億71百万円があり、また、法人税等の支払３億78百万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） 

 当第１四半期会計期間における投資活動により、13百万円の資金支出となりました。 

これは主に有形・無形固定資産の取得による支出７百万円と、投資有価証券の取得による支出３百万円による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間における財務活動により、７億99百万円の資金収入となりました。 

これは主に短期借入れによる収入10億円と、短期借入金返済による支出１億40百万円によるものであります。 

  

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じ

た課題はありません。 

 なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につきましては、特記す

べき事項はありません。 

  

（５）研究開発活動 

該当事項はありません。 

  



当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

前事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当第１

四半期会計期間において、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。 

  

  

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画



  

 
  

  

 
  

  

該当事項はありません。 

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】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,000,000

計 10,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年11月14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 3,432,475 3,432,475
ジャスダック証券
取引所

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 3,432,475 3,432,475 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】



該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

当第１四半期会計期間において、大株主の移動は把握しておりません。 

 
  

(3) 【ライツプランの内容】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成20年７月１日～ 
平成20年９月30日

― 3,432,475 ― 569,375 ─ 814,474

(5) 【大株主の状況】



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、実質株主が把握できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成20年６月30日の株主名簿により記載しております。 

平成20年６月30日現在 

 
(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式26株が含まれております。 

  

  

平成20年６月30日現在 

 
  

  

  

 
(注) ジャスダック証券取引所における株価を記載しております。 

  

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

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)
（自己保有株式）
普通株式 8,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

3,424,100
34,241 ―

単元未満株式
普通株式

375
― ―

発行済株式総数 3,432,475 ― ―

総株主の議決権 ― 34,241 ―

② 【自己株式等】

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(％)

（自己保有株式） 
西川計測株式会社

東京都港区三田３-13-16 8,000 ― 8,000 0.23

計 ― 8,000 ― 8,000 0.23

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】

月別
平成20年 
 ７月  ８月

  
９月

高(円) 819 750 749

低(円) 720 675 654



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

ん。 

  

  

  

  

  

  

３ 【役員の状況】



当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、当第１四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日内閣府令第50号）

附則第６条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則を早期に適用しておりま

す。 

  

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１四半期累計期間(平成20年７月１日

から平成20年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビ

ューを受けております。 

  

当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 

  

  

  

第５ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について

３ 四半期連結財務諸表について



１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円) 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 928,602 2,165,874 

受取手形及び売掛金 6,705,323 7,166,737 

商品及び製品 1,467,608 895,827 

前払費用 32,998 36,675 

前渡金 157,426 125,086 

繰延税金資産 97,789 51,839 

その他 36,575 4,324 

貸倒引当金 △1,186 △1,763 

流動資産合計 9,425,137 10,444,601 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 169,600 172,821 

機械及び装置（純額） 3,077 3,276 

工具、器具及び備品（純額） 34,338 31,907 

土地 6,172 6,172 

有形固定資産合計 ※ 213,189 ※ 214,177 

無形固定資産 

ソフトウエア 37,316 39,523 

電話加入権 12,083 12,083 

特許権 925 962 

無形固定資産合計 50,325 52,569 

投資その他の資産 

投資有価証券 673,902 916,254 

破産更生債権等 285 510 

長期前払費用 124 164 

繰延税金資産 495,233 383,931 

差入保証金 336,658 336,181 

役員に対する保険積立金 536,783 534,589 

入会金 3,400 3,400 

貸倒引当金 △271 △486 

投資その他の資産合計 2,046,115 2,174,545 

固定資産合計 2,309,629 2,441,293 

資産合計 11,734,767 12,885,894 



(単位：千円) 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 5,633,237 7,223,716 

短期借入金 860,000 － 

未払金 113,575 105,862 

未払費用 99,384 87,616 

未払法人税等 51,927 392,861 

未払消費税等 12,613 60,493 

前受金 431,604 342,056 

預り金 39,045 87,052 

賞与引当金 179,280 － 

役員賞与引当金 － 34,078 

その他 1,551 6,232 

流動負債合計 7,422,220 8,339,969 

固定負債 

退職給付引当金 749,251 737,723 

長期未払金 85,795 85,795 

固定負債合計 835,046 823,518 

負債合計 8,257,267 9,163,487 

純資産の部 

株主資本 

資本金 569,375 569,375 

資本剰余金 815,226 815,226 

利益剰余金 2,301,053 2,410,166 

自己株式 △3,502 △3,461 

株主資本合計 3,682,152 3,791,306 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △204,652 △68,900 

評価・換算差額等合計 △204,652 △68,900 

純資産合計 3,477,499 3,722,406 

負債純資産合計 11,734,767 12,885,894 



(2) 【四半期損益計算書】

 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 ※ 5,024,496 

売上原価 4,229,833 

売上総利益 794,662 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 6,487 

広告宣伝費 4,679 

支払手数料 22,109 

受注前活動費 75,359 

交通費 29,432 

役員報酬 30,300 

給料及び手当 416,960 

退職給付費用 18,635 

福利厚生費 59,010 

交際費 6,728 

通信費 12,778 

消耗品費 15,866 

租税公課 7,384 

賃借料 88,326 

減価償却費 7,357 

その他 22,035 

販売費及び一般管理費合計 823,454 

営業損失（△） △28,791 

営業外収益 

受取利息 874 

受取配当金 1,848 

その他 1,092 

営業外収益合計 3,815 

営業外費用 

支払利息 792 

その他 37 

営業外費用合計 830 

経常損失（△） △25,806 

特別利益 

投資有価証券売却益 335 

貸倒引当金戻入額 791 

特別利益合計 1,126 

特別損失 

投資有価証券評価損 4,196 

特別損失合計 4,196 

税引前四半期純損失（△） △28,875 

法人税、住民税及び事業税 45,847 

法人税等調整額 △51,221 

法人税等合計 △5,373 

四半期純損失（△） △23,501 



(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純損失（△） △28,875 

減価償却費 11,059 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,528 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △791 

賞与引当金の増減額（△は減少） 179,280 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,078 

受取利息及び受取配当金 △2,723 

支払利息 792 

投資有価証券売却損益（△は益） △335 

投資有価証券評価損益（△は益） 4,196 

売上債権の増減額（△は増加） 461,413 

たな卸資産の増減額（△は増加） △571,781 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,590,478 

前渡金の増減額（△は増加） △32,340 

前受金の増減額（△は減少） 89,548 

未払金の増減額（△は減少） △18,464 

未払消費税等の増減額（△は減少） △47,879 

その他 △77,766 

小計 △1,647,693 

利息及び配当金の受取額 2,723 

利息の支払額 △108 

法人税等の支払額 △378,243 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,023,322 

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 △6,098 

無形固定資産の取得による支出 △1,399 

投資有価証券の取得による支出 △3,900 

投資有価証券の売却による収入 609 

差入保証金の差入による支出 △1,363 

差入保証金の回収による収入 886 

その他 △2,193 

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,461 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 1,000,000 

短期借入金の返済による支出 △140,000 

自己株式の取得による支出 △41 

配当金の支払額 △60,446 

財務活動によるキャッシュ・フロー 799,511 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,237,272 

現金及び現金同等物の期首残高 2,165,874 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 928,602 



  

  

 
  

【四半期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１四半期会計期間
(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)

１ 会計方針の変更

 （1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当第１四半期会計期間

より適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しており

ます。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

 （2）リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」(平成19年３月30日改正 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）））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（平成19年３月30日改正 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）））を当第１四半期会計

期間より早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理から通常の売買取引に準じた会計処理に変更しております。また、リース資産の減価償却の方

法は、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。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。



  

 
  

  

 
  

  

  

【簡便な会計処理】

当第１四半期会計期間
(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)

１ 棚卸資産の評価方法

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定する方法によっております。

２ 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

 

３ 経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額で計

上する方法によっております。

４ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっておりま

す。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度末に利用した業績予測を利用する方法によっておりま

す。

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期会計期間
(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)

該当事項はありません。



  

 
  

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日)

前事業年度末 
(平成20年６月30日)

※ 有形固定資産の減価償却累計額  471,914千円 ※ 有形固定資産の減価償却累計額  465,059千円



  

 
  

(四半期損益計算書関係)

第１四半期累計期間

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日  
 至 平成20年９月30日)

※当社は通常の営業形態として、第３四半期会計期間の

納入、工事完了が集中するため、第３四半期会計期間の

売上高及び営業費用が他の四半期会計期間と比較して多

くなる傾向にあります。



  

 
  

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日  
 至 平成20年９月30日)

 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

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 928,602千円

現金及び現金同等物 928,602千円



当第１四半期会計(累計)期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当四半期会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

  

４ 株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(株主資本等関係)

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 3,432,475

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 8,080

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年9月26日
定時株主総会

普通株式 85,611 25.00 平成20年６月30日 平成20年９月29日 利益剰余金



所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち平成20年６月30日までの事業年度に属する取引につ

いて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期会計期間における

リース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 

  

 有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動が

ありません。 

  

為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。 

  

該当事項はありません。 

  

(リース取引関係)

(有価証券関係)

(デリバティブ取引関係)

(ストック・オプション等関係)



該当事項はありません。 

なお、当社は関連会社がありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

(持分法損益等)

(企業結合等関係)



１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり四半期純損失 

  

 
（注）1.当第１四半期会計期間においては、潜在株式が存在せず、１株当たり四半期純損失であるため、潜在株式調

整後１株当たり四半期純利益について記載しておりません。 

  

   2.１株当たり四半期純損失の算定上の基礎 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

  

(１株当たり情報)

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日)

前事業年度末 
(平成20年６月30日)

1,015.51円 1,087.01円

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日  
 至 平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失 △6.86円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

項目
当第１四半期累計期間
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(千円) △23,501

普通株式に係る四半期純損失(千円) △23,501

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,424

普通株式増加数(千株) ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前事業年度末から重要な変動がある
場合の概要

―

(重要な後発事象)



該当事項はありません。 

  

２【その他】



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



  

平成20年11月14日

西川計測株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

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」に掲げられている西

川計測株式会社の平成20年７月１日から平成21年６月30日までの第74期事業年度の第１四半期累計期間(平

成20年７月１日から平成20年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期

損益計算書及び四半期キャッシュ・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財務諸表の作成基準に準拠して、西川計測株式会社の平成20年９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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  西  田  英  樹  印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  内  田  英  仁  印

(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(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２ 四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。


