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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２四半期会計期間及び当第２四半期累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２四半期 
累計期間

第74期
第２四半期 
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12月31日

自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日

自 平成19年７月１日
至 平成20年６月30日

売上高 (千円) 10,831,503 5,807,006 23,987,002

経常利益 (千円) 124,213 149,825 707,746

当期純利益又は四半期純損失
(△)

(千円) △412,163 △388,661 325,265

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) ― 3,303,043 3,722,406

総資産額 (千円) ― 11,759,621 12,885,894

１株当たり純資産額 (円) ― 964.56 1,087.01

１株当たり当期純利益又は四半
期純損失(△)

(円) △120.36 △113.50 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 (％) ― 28.1 28.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △1,602,080 ― 71,154

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △24,986 ― △506,002

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △84,824 ― △81,931

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) ― 453,982 2,165,874

従業員数 (名) ― 379 381



当第２四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12月31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) 379(32)



 

当第２四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２四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２四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 2,470,521 5,988,592

計測器 1,087,701 602,136

分析機器 1,328,799 802,944

産業機器その他 1,090,708 1,534,684

合計 5,977,730 8,928,358

(2) 販売実績

品目別 販売高(千円)

制御・情報機器システム 2,313,682

計測器 1,125,451

分析機器 1,407,287

産業機器その他 960,585

合計 5,807,006

２ 【経営上の重要な契約等】



（１）経営成績の分析 

    当第２四半期会計期間（平成20年10月１日～平成20年12月31日）におけるわが国経済は、米国におけるサブ

プライムローン問題に端を発する金融危機が世界的な広がりを見せる中で、実体経済にも急速にその影響が及

び、自動車産業の減産や販売不振、民間設備投資の減少、さらには雇用面でも派遣労働者の解雇が社会問題と

なるなど、本格的な不況の様相を呈してまいりました。原油や資源・素材価格の高騰は収まりつつあります

が、為替面での急激な円高や株式市場の低迷による金融市場の収縮等もあり、わが国を取り巻く環境はさらに

厳しくなるとともに不透明さを増してまいりました。 

 当計測・制御業界におきましても、公共、エネルギーなどの分野は、比較的堅調を維持しているものの、半

導体、自動車をはじめとした各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、電力等の公益事業関連に加え、環境

対応の研究開発が活発な自動車やタイヤ・建設機械などの新分野へも積極的な販売活動を展開してまいりまし

た。 

 以上の結果、第２四半期会計期間の受注高は59億77百万円、売上高58億７百万円、営業利益１億41百万円、

経常利益１億49百万円となりました。 

 しかしながら、平成21年６月期第２四半期会計期間末において保有有価証券のうち、時価が著しく下落した

有価証券に対し、減損処理による有価証券評価損４億33百万円を計上したことにより、第２四半期会計期間の

四半期純損失は３億88百万円となりました。 

  

   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、電力などを中心に大口案件が順調に完成し、売上高は23億13百

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、半導体装置関連はじめとするその他業種

において需要が落ち込み、売上高は11億25百万円となりました。 

   分析機器部門 

 当部門につきましては、食品メーカーをはじめ官庁・民間の試験機関等食品の安全管理向けが堅調に推移

し、売上高は14億７百万円となりました。 

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タイヤ・建設機械向けの試験装置が好調に推移し、売上高

は９億60百万円となりました。 

  

（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7.1％減少し、97億２百万円となりました。これは、現金及び預金が17億

11百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が３億12百万円、たな卸資産が６億69百万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15.7％減少し、20億57百万円となりました。これは、主として投資有価

証券が３億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8.7％減少し、117億59百万円となりました。  

（負債） 

 流動負債は、前事業年度末に比べて8.7％減少し、76億15百万円となりました。これは、買掛金が５億26百万

円、未払法人税等が３億30百万円減少した一方、前受金が１億45百万円増加したことなど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2.1％増加し、８億40百万円となりました。これは退職給付引当金が17百

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7.7％減少し、84億56百万円となりました 

（純資産） 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて11.3％減少し、33億３百万円となりました。これは、主として利益剰

余金が４億97百万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２四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、第１四半期会計期間末

に比べ、４億74百万円減少し、４億53百万円となりました。 

 当第２四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２四半期会計期間における営業活動により、４億21百万円の資金収入となりました。 

これは仕入債務の増加額10億64百万円や投資有価証券評価損４億33百万円があった一方、税引前四半期純損失

２億83百万円や売上債権の増加７億74百万円があった為であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間における投資活動により、11百万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５百万円と、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２四半期会計期間における財務活動により、８億84百万円の資金支出となりました。 

これは短期借入返済による支出８億60百万円と、配当金の支払い24百万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２四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。 

  

（５）研究開発活動 

該当事項はありません。 

  



当第２四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。 

  

  

当第２四半期会計期間において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等について重要な変更

はありません。また、当第２四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。 

  

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２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成21年２月13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

単元株式数は100株でありま
す。

計 3,432,475 3,432,475 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(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10月１日～ 
平成20年12月31日

― 3,432,475 ― 569,375 ─ 814,474



 
  

(5) 【大株主の状況】

平成20年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

横河電機株式会社 東京都武蔵野市中町２丁目９番32号 442 12.88

西川計測社員持株会 東京都港区三田３丁目13番16号 235 6.85

西 川   澄 東京都港区 164 4.79

西 川   徹 東京都杉並区 147 4.28

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 120 3.49

西 川 隆 司 東京都世田谷区 105 3.05

竹 田 和 平 愛知県名古屋市天白区 100 2.91

日本瓦斯株式会社 東京都中央区八丁堀２丁目10番７号 59 1.71

株式会社ムロコーポレーション 東京都世田谷区上野毛１丁目４番10号 58 1.68

早 川 正 範 神奈川県横浜市磯子区 54 1.57

計 ― 1,485 43.27



平成20年12月31日現在 

 
(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式80株が含まれております。 

  

  

平成20年12月31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。 

  

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。 

  

  

(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

3,423,800
34,238 ―

単元未満株式
普通株式

675
― ―

発行済株式総数 3,432,475 ― ―

総株主の議決権 ― 34,238 ―

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  10月  11月 12月

高(円) 819 750 749 708 640 630

低(円) 720 675 654 500 566 550

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２四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び当第２四半期累計期

間（平成20年７月１日から平成20年12月31日まで）については、「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２四半期会計期間（平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年７月１日から平成20年12月31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２四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 453,982 2,165,874 

受取手形及び売掛金 ※2 7,479,565 ※2 7,166,737 

商品及び製品 1,565,643 895,827 

前払費用 31,049 36,675 

前渡金 131,968 125,086 

繰延税金資産 29,824 51,839 

その他 11,326 4,324 

貸倒引当金 △1,338 △1,763 

流動資産合計 9,702,022 10,444,601 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 166,823 172,821 

機械及び装置（純額） 2,793 3,276 

工具、器具及び備品（純額） 31,770 31,907 

土地 6,172 6,172 

有形固定資産合計 ※1 207,559 ※1 214,177 

無形固定資産 

ソフトウエア 35,468 39,523 

電話加入権 12,083 12,083 

特許権 887 962 

無形固定資産合計 48,440 52,569 

投資その他の資産 

投資有価証券 615,748 916,254 

破産更生債権等 329 510 

長期前払費用 83 164 

繰延税金資産 306,791 383,931 

差入保証金 336,583 336,181 

役員に対する保険積立金 538,977 534,589 

入会金 3,400 3,400 

貸倒引当金 △313 △486 

投資その他の資産合計 1,801,599 2,174,545 

固定資産合計 2,057,598 2,441,293 

資産合計 11,759,621 12,885,894 



(単位：千円) 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 6,697,321 7,223,716 

未払金 152,690 105,862 

未払費用 108,898 87,616 

未払法人税等 61,911 392,861 

未払消費税等 30,790 60,493 

前受金 487,645 342,056 

預り金 56,443 87,052 

役員賞与引当金 10,045 34,078 

工事損失引当金 7,008 － 

その他 3,149 6,232 

流動負債合計 7,615,905 8,339,969 

固定負債 

退職給付引当金 754,876 737,723 

長期未払金 85,795 85,795 

固定負債合計 840,671 823,518 

負債合計 8,456,577 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 1,912,391 2,410,166 

自己株式 △3,502 △3,461 

株主資本合計 3,293,490 3,791,306 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 9,553 △68,900 

評価・換算差額等合計 9,553 △68,900 

純資産合計 3,303,043 3,722,406 

負債純資産合計 11,759,621 12,885,894 



(2) 【四半期損益計算書】
 【第２四半期累計期間】

(単位：千円) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年12月31日) 

売上高 ※ 10,831,503 

売上原価 9,102,853 

売上総利益 1,728,649 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 12,534 

広告宣伝費 9,465 

支払手数料 43,688 

受注前活動費 138,127 

交通費 61,134 

役員報酬 60,600 

役員賞与引当金繰入額 10,045 

給料及び手当 804,559 

退職給付費用 37,349 

福利厚生費 115,815 

交際費 16,006 

通信費 25,105 

消耗品費 28,704 

租税公課 15,415 

賃借料 177,429 

減価償却費 14,765 

その他 44,908 

販売費及び一般管理費合計 1,615,655 

営業利益 112,993 

営業外収益 

受取利息 982 

受取配当金 9,933 

その他 2,608 

営業外収益合計 13,524 

営業外費用 

支払利息 2,254 

その他 50 

営業外費用合計 2,304 

経常利益 124,213 

特別利益 

投資有価証券売却益 335 

貸倒引当金戻入額 597 

特別利益合計 932 

特別損失 

投資有価証券評価損 437,347 

特別損失合計 437,347 

税引前四半期純損失（△） △312,201 

法人税、住民税及び事業税 51,823 

法人税等調整額 48,138 

法人税等合計 99,961 

四半期純損失（△） △412,163 



 【第２四半期会計期間】
(単位：千円) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日) 

売上高 ※ 5,807,006 

売上原価 4,873,019 

売上総利益 933,987 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 6,047 

広告宣伝費 4,786 

支払手数料 21,578 

受注前活動費 62,767 

交通費 31,701 

貸倒引当金繰入額 194 

役員報酬 30,300 

役員賞与引当金繰入額 10,045 

給料及び手当 387,598 

退職給付費用 18,713 

福利厚生費 56,804 

交際費 9,278 

通信費 12,327 

消耗品費 12,838 

租税公課 8,030 

賃借料 89,103 

減価償却費 7,407 

その他 22,873 

販売費及び一般管理費合計 792,395 

営業利益 141,591 

営業外収益 

受取利息 108 

受取配当金 8,084 

その他 1,516 

営業外収益合計 9,708 

営業外費用 

支払利息 1,461 

その他 12 

営業外費用合計 1,474 

経常利益 149,825 

特別損失 

投資有価証券評価損 433,151 

特別損失合計 433,151 

税引前四半期純損失（△） △283,326 

法人税、住民税及び事業税 5,975 

法人税等調整額 99,359 

法人税等合計 105,335 

四半期純損失（△） △388,661 



(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年12月31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（△） △312,201 

減価償却費 22,625 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,153 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △597 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 7,008 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,033 

受取利息及び受取配当金 △10,915 

支払利息 2,254 

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） 437,347 

売上債権の増減額（△は増加） △312,827 

たな卸資産の増減額（△は増加） △669,816 

仕入債務の増減額（△は減少） △526,394 

前渡金の増減額（△は増加） △6,881 

前受金の増減額（△は減少） 145,589 

未払金の増減額（△は減少） 46,910 

未払消費税等の増減額（△は減少） △29,702 

その他 △16,947 

小計 △1,231,764 

利息及び配当金の受取額 10,911 

利息の支払額 △2,254 

法人税等の支払額 △378,972 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,602,080 

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 △7,975 

無形固定資産の取得による支出 △4,905 

投資有価証券の取得による支出 △7,645 

投資有価証券の売却による収入 609 

貸付けによる支出 △500 

貸付金の回収による収入 220 

差入保証金の差入による支出 △1,490 

差入保証金の回収による収入 1,088 

その他 △4,387 

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,986 

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 △1,000,000 

自己株式の取得による支出 △41 

配当金の支払額 △84,782 

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,824 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,711,891 

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 453,982 



  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

  

【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２四半期累計期間
(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31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２四半期累計期間
(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日)

１ 棚卸資産の評価方法

当第２四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。 

 

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期累計期間
(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31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２四半期会計期間末 
(平成20年12月31日)

前事業年度末 
(平成20年６月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  476,767千円
 
※２ 四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理について
は、手形交換日をもって決済処理しております。な
お、当第２四半期会計期間末日が金融機関の休日で
あったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、
四半期会計期間末残高に含まれております。 
  受取手形           134,573千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  465,059千円
 
※２      ───────

  
 
  
 
 

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日  
 至 平成20年12月31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。

第２四半期会計期間

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日  
 至 平成20年12月31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２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日  
 至 平成20年12月31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 453,982千円

現金及び現金同等物 453,982千円



当第２四半期会計期間末(平成20年12月31日）及び当第２四半期累計期間(自 平成20年７月１日 至 平

成20年12月31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２四半期会計期間末

普通株式(株) 3,432,475

株式の種類 当第２四半期会計期間末

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、当四半期会計期間末における

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。 

  

当第２四半期会計期間末(平成20年12月31日） 

その他有価証券で時価のあるものが、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、

前事業年度の末日と比較して著しい変動が認められます。 

 
  (注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当第２四半期累計期間において、その他有

価証券で時価のあるものについて437,347千円減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたりましては、四半期末における時価が、取得原価に比べ50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行っております。 

  

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。 

  

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。 

  

  

  

  

  

(リース取引関係)

(有価証券関係)

区分
取得原価   
（千円）

四半期貸借対照表
計上額（千円）

差額    
（千円）

   株式 600,846 614,126 13,280

計 600,846 614,126 13,280

(デリバティブ取引関係)

(ストック・オプション等関係)

(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 

第２四半期累計期間 

 
(注) １．当第２四半期累計期間においては、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 

 
  

第２四半期会計期間 

 
(注) １．当第２四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２四半期会計期間末 
(平成20年12月31日)

前事業年度末 
(平成20年６月30日)

964.56円 1,087.01円

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日  
 至 平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失 △120.36円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －

項目
当第２四半期累計期間
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(千円) △412,163

普通株式に係る四半期純損失(千円) △412,163

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

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日  
 至 平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失 △113.50円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －

項目
当第２四半期会計期間
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(千円) △388,661

普通株式に係る四半期純損失(千円) △388,661

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

(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21年２月13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２四半期会計期間(平

成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成20年７月１日から平成20年12月31

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12月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期

間のキャッシュ・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。


