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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、第74期第１四半期累計（会計）期間ならびに第75期第１四半期累計 

  （会計）期間においては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（当期）純利益金額 

  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75期
第１四半期 

累計(会計)期間
第74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21年７月１日 
至 平成21年９月30日

自 平成20年７月１日
至 平成21年６月30日

売上高 (千円) 5,024,496 3,466,575 23,271,147

経常利益又は経常損失(△) (千円) △25,806 △86,634 644,968

当期純利益又は四半期純損失
(△)

(千円) △23,501 △361,041 351,909

持分法を適用した場合の投資利
益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 569,375 569,375 569,375

発行済株式総数 (株) 3,432,475 3,432,475 3,432,475

純資産額 (千円) 3,477,499 3,637,087 3,849,606

総資産額 (千円) 11,734,767 9,842,944 11,975,102

１株当たり純資産額 (円) 1,015.51 1,062.13 1,124.19

１株当たり当期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) △6.86 △105.43 102.77

潜在株式調整後１株当たり四半
期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 25.00

自己資本比率 (％) 29.6 37.0 32.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △2,023,322 △2,147,139 694,731

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △13,461 △22,045 △42,976

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 799,511 324,548 △85,914

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) 928,602 887,078 2,731,714

従業員数 (名) 378 375 378



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21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、臨時従業員の当第１四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) 375(27)



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。 

  

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)
前年同四半期比

（％）
受注残高(千円)

前年同四半期比
（％）

制御・情報機器システム 2,304,624 △26.2 6,076,347 4.2

計測器 855,764 △31.3 516,605 △19.3

分析機器 1,078,010 △5.8 901,814 2.3

産業機器その他 673,739 △14.1 1,176,624 △16.2

合計 4,912,138 △22.0 8,671,391 △1.0

(2) 販売実績

品目別 販売高(千円)
前年同四半期比

（％）

制御・情報機器システム 1,596,797 △29.7

計測器 696,615 △40.0

分析機器 1,049,390 △20.7

産業機器その他 123,773 △54.0

合計 3,466,575 △31.0



文中における将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものでありま

す。 

 前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更は以下のとおりでありま

す。 

 7）投資有価証券に係わるリスク 

 投資有価証券の主要銘柄である横河電機株式会社の株価下落等に伴い、当第１四半期会計期間末におい

て減損処理による有価証券評価損を３億３百万円計上いたしました。ただし、四半期会計期間末における

保有有価証券の減損処理にあたっては、洗替え法を採用しており、平成22年６月期の期末日の時価によ

り、有価証券評価損の計上額が変動する場合、もしくは有価証券評価損を計上しない場合があります。 

 したがいまして、将来横河電機株式会社株式の大幅な株価下落が続く場合には、当社業績に大きな影響

が発生するリスクがあります。 

 なお、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要

な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した上記以外の「事業

等のリスク」については重要な変更はありません。 

  

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。 

  

２ 【事業等のリスク】

３ 【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、輸出や生産に持ち直しの動きがみられるものの、企業収益が

低迷していることにより設備投資、研究開発投資も減少しており、事業環境は依然として厳しい状況が継続し

ております。 

 当計測・制御業界におきましても、公共、エネルギーなどのインフラ関連は、比較的堅調を維持しているも

のの、電機電子、半導体をはじめとした製造業を中心に設備投資の縮小傾向は継続しております。 

 このような環境のもとで当社は、安定した需要の見込まれる上水道、都市ガス、電力等公益事業関連に加

え、環境・省エネ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が、民間を中心に生産活動の停

滞、先行きの不透明感などから、設備投資計画の見直しが顕著となり、大変厳しい状況で推移いたしました。 

 その結果、受注高は49億12百万円（前年同四半期会計期間比13億85百万円減）、売上高は34億66百万円（前

年同四半期会計期間比15億57百万円減）となりました。利益面につきましては、売上高が前年同四半期会計期

間に比べ減少したことにより、当第１四半期会計期間におきましては、営業損失は90百万円（前年同四半期会

計期間は営業損失28百万円）、経常損失は86百万円（前年同四半期会計期間は経常損失25百万円）となりまし

た。また、当第１四半期会計期間末において保有有価証券の減損処理による有価証券評価損３億３百万円を計

上したこと等により、四半期純損失は３億61百万円（前年同四半期会計期間は四半期純損失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堅調に推移したも

のの、売上高は15億96百万円（前年同四半期会計期間比６億73百万円減）となりました。 

   計測器部門 

    当部門につきましては、半導体装置関連をはじめとして各業種において需要の落ち込みが厳しく、売上高は

６億96百万円（前年同四半期会計期間比４億64百万円減）となりました。 

   分析機器部門 

 当部門につきましては、民間を中心として予算の縮小、先送り等の影響を受け、売上高は10億49百万円（前

年同四半期会計期間比２億74百万円減）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、自動車、電子機器メーカー向試験装置が低調であり、売上高は１億23百万円（前年

同四半期会計期間比１億45百万円減）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21.4％減少し76億22百万円となりました。これは、たな卸資産が８ 

億80百万円増加した一方、現金及び預金が18億44百万円、受取手形及び売掛金が12億21百万円減少したこ 

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2.5％減少し22億20百万円となりました。これは、投資有価証券が 

１億７百万円増加した一方、繰延税金資産が１億63百万円減少したことなど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17.8％減少し98億42百万円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、前事業年度末に比べて26.4％減少し53億65百万円となりました。これは、短期借入金が３ 

億90百万円増加した一方、買掛金が21億28百万円、未払法人税等が２億１百万円減少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0.6％増加し８億40百万円となりました。これは主に、退職給付引 

当金の増加５百万円など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23.6％減少し62億５百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて5.5％減少し36億37百万円となりました。これは、その他有価証 

券評価差額金が２億34百万円増加した一方、利益剰余金が４億46百万円減少したことによるものでありま 

す。 

  

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】



（３）キャッシュ・フローの状況の分析 

 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、

18億44百万円減少し、８億87百万円となりました。 

 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、前年同四半期会計期間に比べ支出が１億23百万円増加し、

21億47百万円の資金支出となりました。これは主に売上債権の減少額12億22百万円があった一方、仕入債務の

減少額21億28百万円やたな卸資産の増加額８億80百万円があり、また、法人税等の支払２億３百万円によるも

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、前年同四半期会計期間に比べ支出が８百万円増加し、22百

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６百万円と、投資有価証券の

取得による支出13百万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、前年同四半期会計期間に比べ収入が４億74百万円減少し、

３億24百万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４億40百万円と、短期借入金返済に

よる支出50百万円、配当金の支払65百万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及び新たに生じた

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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

大量保有報告書の写しの送付がなく、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。 

  

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21年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成21年11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
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成21年７月１日～ 
平成21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、株主名簿の記載内容が確認できず、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21年６月30日の株主名簿により記載しておりま

す。 

平成21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30株が含まれております。 

  

平成21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。 

  

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 8,100

― ―

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

575
― ―

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 8,100 ― 8,100 0.23

計 ― 8,100 ― 8,100 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21年 
 ７月

 
 ８月

  
９月

高(円) 749 817 667

低(円) 670 618 603

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、前第１四半期累計期間(平成20年７月１日から平成21年６月30日まで)は、改正前の四半期財務諸

表等規則に基づき、当第１四半期累計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)は、改正後の四

半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

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、前第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、また、当第１四半期累計期間(平成21年７月

１日から平成21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21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 887,078 2,731,714

受取手形及び売掛金 4,592,923 5,814,078

商品及び製品 1,922,996 1,042,605

前払費用 32,624 36,672

前渡金 78,299 31,090

未収消費税等 9,425 －

繰延税金資産 79,534 43,333

その他 22,435 1,640

貸倒引当金 △3,072 △4,593

流動資産合計 7,622,245 9,696,541

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 157,460 160,344

機械及び装置（純額） 2,188 2,395

工具、器具及び備品（純額） 28,083 27,018

土地 6,172 6,172

リース資産（純額） 2,313 2,467

有形固定資産合計 ※  196,217 ※  198,398

無形固定資産   

ソフトウエア 31,515 33,173

電話加入権 12,083 12,083

リース資産 5,204 5,483

特許権 775 812

無形固定資産合計 49,579 51,553

投資その他の資産   

投資有価証券 794,515 686,869

破産更生債権等 13,717 14,832

繰延税金資産 294,014 457,352

差入保証金 336,760 336,526

役員に対する保険積立金 545,558 543,364

その他 3,400 3,408

貸倒引当金 △13,064 △13,745

投資その他の資産合計 1,974,902 2,028,609

固定資産合計 2,220,698 2,278,560

資産合計 9,842,944 11,975,102



(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,127,758 6,256,427

短期借入金 390,000 －

未払金 100,283 119,779

未払費用 99,321 96,039

未払法人税等 12,522 214,132

未払消費税等 － 51,731

前受金 459,877 439,139

預り金 37,420 74,490

賞与引当金 134,340 －

役員賞与引当金 － 28,954

工事損失引当金 122 582

受注損失引当金 850 1,170

リース債務 1,732 1,732

その他 1,404 6,250

流動負債合計 5,365,632 7,290,430

固定負債   

退職給付引当金 750,359 744,767

長期未払金 84,079 84,079

リース債務 5,785 6,218

固定負債合計 840,223 835,065

負債合計 6,205,856 8,125,495

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 2,229,814 2,676,464

自己株式 △3,530 △3,530

株主資本合計 3,610,884 4,057,535

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,203 △207,928

評価・換算差額等合計 26,203 △207,928

純資産合計 3,637,087 3,849,606

負債純資産合計 9,842,944 11,975,102



(2)【四半期損益計算書】 
  【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年7月１日 
 至 平成21年9月30日) 

売上高 ※  5,024,496 ※  3,466,575

売上原価 4,229,833 2,801,718

売上総利益 794,662 664,856

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 6,487 5,759

広告宣伝費 4,679 3,056

支払手数料 22,109 23,005

受注前活動費 75,359 53,868

交通費 29,432 24,128

役員報酬 30,300 30,300

給料及び手当 416,960 391,641

退職給付費用 18,635 18,819

福利厚生費 59,010 55,800

交際費 6,728 5,218

通信費 12,778 12,224

消耗品費 15,866 11,049

租税公課 7,384 6,306

賃借料 88,326 89,773

減価償却費 7,357 7,398

その他 22,035 17,114

販売費及び一般管理費合計 823,454 755,463

営業損失（△） △28,791 △90,606

営業外収益   

受取利息 874 254

受取配当金 1,848 1,894

その他 1,092 2,039

営業外収益合計 3,815 4,187

営業外費用   

支払利息 792 199

その他 37 16

営業外費用合計 830 215

経常損失（△） △25,806 △86,634

特別利益   

投資有価証券売却益 335 －

貸倒引当金戻入額 791 2,201

特別利益合計 1,126 2,201

特別損失   

投資有価証券評価損 4,196 303,332

特別損失合計 4,196 303,332

税引前四半期純損失（△） △28,875 △387,765

法人税、住民税及び事業税 45,847 9,037

法人税等調整額 △51,221 △35,761

法人税等合計 △5,373 △26,723

四半期純損失（△） △23,501 △361,041



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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 △387,765

減価償却費 11,059 10,514

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,528 5,591

貸倒引当金の増減額（△は減少） △791 △2,201

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △460

受注損失引当金の増減額（△は減少） － △320

賞与引当金の増減額（△は減少） 179,280 134,340

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,078 △28,954

受取利息及び受取配当金 △2,723 △2,148

支払利息 792 199

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） 4,196 303,332

売上債権の増減額（△は増加） 461,413 1,222,269

たな卸資産の増減額（△は増加） △571,781 △880,391

仕入債務の増減額（△は減少） △1,590,478 △2,128,669

前渡金の増減額（△は増加） △32,340 △47,209

前受金の増減額（△は減少） 89,548 20,737

未払金の増減額（△は減少） △18,464 △40,605

未払消費税等の増減額（△は減少） △47,879 △61,157

その他 △77,766 △62,558

小計 △1,647,693 △1,945,455

利息及び配当金の受取額 2,723 2,148

利息の支払額 △108 △26

法人税等の支払額 △378,243 △203,806

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,023,322 △2,147,139

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 △3,293

有形固定資産の売却による収入 － 578

無形固定資産の取得による支出 △1,399 △2,743

投資有価証券の取得による支出 △3,900 △13,948

投資有価証券の売却による収入 609 －

貸付けによる支出 － △250

貸付金の回収による収入 － 40

差入保証金の差入による支出 △1,363 △1,144

差入保証金の回収による収入 886 910

その他 △2,193 △2,193

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,461 △22,045

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 1,000,000 440,000

短期借入金の返済による支出 △140,000 △50,000

リース債務の返済による支出 － △433

自己株式の取得による支出 △41 －

配当金の支払額 △60,446 △65,018

財務活動によるキャッシュ・フロー 799,511 324,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,237,272 △1,844,636

現金及び現金同等物の期首残高 2,165,874 2,731,714

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  928,602 ※  887,078



  

 

  

 
  

【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21年７月１日 至 平成21年９月30日)

 会計処理基準に関する事項の変更

   完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期会計期間より適用し、当第１四半期会計

期間に着手した工事契約から、当第１四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。 

なお、当第１四半期会計期間末においては工事進行基準を適用している工事がないため、これによる損益に与

える影響はありません。

【表示方法の変更】

当第１四半期会計期間
(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)

   （四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末において区分掲記しておりました「長期前払費用」（当第１四半期会計期間末残高

はありません）および「入会金」（当第１四半期会計期間末残高3,400千円）は金額が僅少となりましたた

め、当第１四半期会計期間末より、投資その他の資産の「その他」として表示することに変更しました。 

 



  

 
  

  

 
  

【簡便な会計処理】

当第１四半期会計期間
(自 平成21年７月１日 至 平成21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。

【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21年７月１日 至 平成21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21年９月30日)

前事業年度末 
(平成21年６月30日)

※ 有形固定資産の減価償却累計額  493,927千円 ※ 有形固定資産の減価償却累計額  488,501千円

(四半期損益計算書関係)

第１四半期累計期間

前第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)

当第１四半期累計期間 
(自  平成21年７月１日 
  至  平成21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。

 同左

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第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)

当第１四半期累計期間 
(自  平成21年７月１日 
  至  平成21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
 

※ 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 887,078千円

現金及び現金同等物 887,078千円



当第１四半期会計期間末(平成21年９月30日) 

及び当第１四半期累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21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。 

  

  

当第１四半期会計期間末(平成21年９月30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１四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303,332千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。 

(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) 8,130

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21年9月25日
定時株主総会

普通株式 85,608 25.00 平成21年６月30日 平成21年９月28日 利益剰余金

(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 739,490 783,379 43,889

計 739,490 783,379 43,889

(デリバティブ取引関係)



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。 

  

  

 
  

  

 
（注）1.当社は、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 

  利益金額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金額の算定上の基礎 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(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株当たり情報)

１ １株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日)

前事業年度末 
(平成21年６月30日)

1,062.13円 1,124.19円

２ １株当たり四半期純損失金額

前第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)

当第１四半期累計期間 
(自  平成21年７月１日 
  至  平成21年９月30日)

 

１株当たり四半期純損失金額 △6.86円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―

 

１株当たり四半期純損失金額 △105.43円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金
額

―

項目
前第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)

当第１四半期累計期間
(自  平成21年７月１日 
  至  平成21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 △361,041

普通株式に係る四半期純損失(千円) △23,501 △361,041

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 3,424

(重要な後発事象)

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。



  

平成21年11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21年７月１日から平成22年６月30日までの第75期事業年度の第１四半期会計期間(平

成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第１四半期累計期間（平成21年７月１日から平成21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21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。


