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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】

提出会社の経営指標等

　

回次
第75期
第２四半期
累計期間

第76期
第２四半期
累計期間

第75期
第２四半期
会計期間

第76期
第２四半期
会計期間

第75期

会計期間

自　平成21年　　
７月１日

至　平成21年　　
12月31日

自　平成22年　７
月１日

至　平成22年　12
月31日

自　平成21年　　
10月１日

至　平成21年　　
12月31日

自　平成22年　10
月１日

至　平成22年　12
月31日

自　平成21年　７
月１日

至　平成22年　６
月30日

売上高 (千円) 8,058,5689,365,2714,591,9925,204,46421,957,401

経常利益 (千円) 57,371 184,792143,692138,335697,659

四半期純利益又は四半期
(当期)純損失(△)

(千円) △258,479 52,901 102,562 73,285△91,790

持分法を適用した場合の投
資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― ― 569,375569,375569,375

発行済株式総数 (株) ― ― 3,432,4753,432,4753,432,475

純資産額 (千円) ― ― 3,739,7523,936,6213,896,162

総資産額 (千円) ― ― 10,823,80111,231,15212,244,617

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,092.111,149.701,137.84

１株当たり四半期純利益金
額又は四半期(当期)純損失
金額(△)

(円) △75.48 15.45 29.95 21.40 △26.81

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 (％) ― ― 34.6 35.1 31.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,761,750△1,345,449 ― ― 193,979

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 28,011△13,498 ― ― 2,249

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △85,645△86,261 ― ― △87,832

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 912,3301,394,9022,840,112

従業員数 (名) ― ― 372 361 368

(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75期事業年度および第75期第２四半期累計期間においては四半期(当期)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。
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２ 【事業の内容】

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。

　

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(名) 361（33）

(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２四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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】
　

　当社は、計測制御機器、分析機器等の各種電子応用機器の販売と、それに付随するエンジニアリング業務など

を行っているものであり、セグメントは単一であります。

　したがいまして、受注、販売の状況につきましては、商品の品目別に関連付けて示しております。

(1) 受注実績

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。
　

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 2,308,364 △22.4 5,675,626 △17.2

計測器 1,453,699 77.6 1,187,147 124.0

分析機器 1,677,191 △1.9 1,406,876 10.1

産業機器その他 834,521 24.4 1,254,937 △21.2

合計 6,273,776 1.6 9,524,587 △7.1

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 販売実績

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。
　

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 2,402,216 9.4

計測器 1,027,617 27.6

分析機器 1,345,115 0.9

産業機器その他 429,515 67.8

合計 5,204,464 13.3

(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。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間における、当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「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

３ 【経営上の重要な契約等】

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。

　

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】

（１）経営成績の分析
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　当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、中国やアジア新興国向けの輸出が好調であったこと

や、政府の景気刺激策の効果などにより、一部の業種には下げ止まりの兆候が見られるようになりま

した。しかしながら、厳しい雇用情勢や円高基調などの不安定要素もあり、景気の先行きは依然不透明

な状況が続いております。

　その様な環境下でありますが、当計測・制御業界におきましては、公共、エネルギーなどのインフラ

関連は堅調に推移しており、また液晶・半導体の電子関連の設備投資に回復傾向が見られるなど、一

部に明るさが戻ってまいりました。

　このような中で当社は、安定した需要の見込まれる上水道、都市ガス、電力等ライフライン関連に加

え、設備投資が回復傾向にある自動車、ＩＴ通信分野へも積極的な販売活動を展開してまいりました。

　その結果、受注高は62億73百万円（前年同四半期会計期間比1.6％増）、売上高は52億４百万円（前

年同四半期会計期間比13.3％増）となりました。利益面につきましては、売上高は増加いたしました

が利益率の低下等により、当第２四半期会計期間におきましては、営業利益１億35百万円（前年同四

半期会計期間比1.8％減）、経常利益１億38百万円（前年同四半期会計期間比3.9％減）、四半期純利

益73百万円（前年同四半期会計期間比28.5％減）となりました。

　

　当社は、計測制御機器、分析機器等の各種電子応用機器の販売と、それに付随するエンジニアリング

業務などを行っているものであり、セグメントは単一であります。したがいまして、セグメント情報は

省略しております。

　なお、当社における商品の品目別事業概況は、次の通りです。

《制御・情報機器システム》

　当品目につきましては、上水道、都市ガス関連などで設備更新工事が堅調に推移しており、売上高は

24億２百万円（前年同四半期会計期間比9.4％増）となりました。

《計測器》

　当品目につきましては、ＩＴ通信関連、自動車関連を中心にとする市況に明るさがもどり、売上高は

10億27百万円（前年同四半期会計期間比27.6％増）となりました。

《分析機器》

　当品目につきましては、食品・薬品関連を中心に堅調に推移し、売上高は13億45百万円（前年同四半

期会計期間比0.9％増）となりました。

《産業機器その他》

　当品目につきましては、建設機械関連の大型案件が完成したこともあり、売上高は４億29百万円（前

年同四半期会計期間比67.8％増）となりました。

EDINET提出書類

西川計測株式会社(E02847)

四半期報告書

 5/27



　
（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10.1％減少し92億24百万円となりました。これは、たな卸資産が

４億54百万円増加した一方、現金及び預金が14億45百万円、受取手形及び売掛金が90百万円減少した

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1.3％増加し20億６百万円となりました。これは、資産除去債務に

関する会計基準適用による影響等により差入保証金が39百万円減少した一方、株価の上昇等により投

資有価証券が76百万円増加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8.3％減少し112億31百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前事業年度末に比べて13.8％減少し64億95百万円となりました。これは、前受金が３億

94百万円増加した一方、買掛金が11億93百万円、未払法人税等が２億37百万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1.3％減少し７億98百万円となりました。これは主に、退職給付引

当金の減少９百万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12.6％減少し72億94百万円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前事業年度末に比べて1.0％増加し39億36百万円となりました。これは、その他有価証

券評価差額金が73百万円増加したことなどによるものであります。

　

（３）キャッシュ・フローの状況の分析

　当第２四半期会計期間末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、２億22百万円増加し、13億94百万円となりました。

　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、前年同四半期会計期間に比べ収入が１億39百万円

減少し、２億45百万円の資金収入となりました。これは主に売上債権の増加額10億24百万円などが

あった一方、仕入債務の増加額８億32百万円やたな卸資産の減少額１億２百万円、前受金の増加額２

億22百万円があったことなど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２四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収入が55百万円減少

し、５百万円の資金支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出２百万円や、投資有

価証券の取得による支出２百万円などがあったためであります。

（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、前年同四半期会計期間に比べ支出が３億91百万円

減少し、18百万円の資金支出となりました。これは主に配当金の支払17百万円によるものであります。
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（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。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

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。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

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。
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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22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２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
大阪証券取引所
JASDAQ（スタン
ダード）

単元株式数は100株でありま
す。

計 3,432,475 3,432,475― ―

　　※大阪証券取引所（JASDAQ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とともに、新た

に開設された同取引所JASDAQに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券取引所JASDAQ(スタ

ンダード)であります。

 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【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22年10月１日～
平成22年12月31日

― 3,432,475 ― 569,375 ─ 814,474

　

(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22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 239 6.96

西　川　　　澄 東京都港区 164 4.79

西　川　　　徹 東京都杉並区 150 4.39

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 108 3.16

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 100 2.91

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

計 ― 1,542 44.94

(注) 西川　澄氏は、平成22年11月22日に逝去されましたが、当会計期間末日現在、名義変更手続きが未了のため、　　平成

22年12月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年12月31日現在

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　8,400

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

3,423,500
34,235 ―

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 ― 34,235 ―

(注)　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式41株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22年12月31日現在

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 8,400 ― 8,400 0.24

計 ― 8,400 ― 8,400 0.24

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
　７月

　
　８月

　
９月

　
１０月

　
１１月

　
１２月

最高(円) 697 643 595 615 589 648

最低(円) 597 560 567 556 557 585

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであります。なお、大阪証券取引所（ＪＡＳ

ＤＡＱ市場）は、同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とともに、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに

統合されており、平成22年10月12日付で大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)に上場となっております。

　

３ 【役員の状況】

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の役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

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２四半期会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第２四半期累計期間

(平成21年７月１日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期

会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第２四半期累計期間(平成22年７月１日か

ら平成22年12月31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。

　

２  監査証明について

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２四半期会計期間(平成21年10月１日か

ら平成21年12月31日まで)及び前第２四半期累計期間(平成21年７月１日から平成21年12月31日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第２四半期会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第２

四半期累計期間(平成22年７月１日から平成22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。

　

３  四半期連結財務諸表について

　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。
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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22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,394,902 2,840,112

受取手形及び売掛金 ※2
 6,160,794 6,251,002

商品及び製品 1,545,440 1,090,971

前払費用 33,592 33,509

前渡金 63,016 －

繰延税金資産 30,349 50,054

その他 1,144 3,056

貸倒引当金 △4,361 △4,196

流動資産合計 9,224,878 10,264,509

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 157,033 159,177

機械及び装置（純額） 1,138 1,582

工具、器具及び備品（純額） 25,220 25,777

土地 6,172 6,172

リース資産（純額） 5,059 5,660

有形固定資産合計 ※1
 194,623

※1
 198,370

無形固定資産

特許権 587 662

ソフトウエア 16,704 22,500

電話加入権 12,083 12,083

リース資産 3,810 4,368

無形固定資産合計 33,186 39,615

投資その他の資産

投資有価証券 689,865 613,458

破産更生債権等 7,668 7,702

繰延税金資産 277,400 280,871

差入保証金 296,990 336,638

役員に対する保険積立金 510,441 507,387

その他 3,400 3,400

貸倒引当金 △7,303 △7,335

投資その他の資産合計 1,778,463 1,742,122

固定資産合計 2,006,273 1,980,108

資産合計 11,231,152 12,244,617
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,215,553 6,409,175

リース債務 2,318 2,318

未払金 170,676 107,114

未払費用 112,188 109,591

未払法人税等 77,645 315,198

未払消費税等 49,945 26,482

前受金 798,755 404,298

預り金 51,141 99,134

役員賞与引当金 10,662 53,963

工事損失引当金 － 1,129

受注損失引当金 3,777 4,380

その他 3,128 6,148

流動負債合計 6,495,790 7,538,935

固定負債

退職給付引当金 708,061 717,680

リース債務 6,600 7,759

長期未払金 84,079 84,079

固定負債合計 798,740 809,519

負債合計 7,294,531 8,348,454

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 2,466,363 2,499,065

自己株式 △3,734 △3,644

株主資本合計 3,847,230 3,880,022

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 89,391 16,140

評価・換算差額等合計 89,391 16,140

純資産合計 3,936,621 3,896,162

負債純資産合計 11,231,152 12,244,617
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(2)【四半期損益計算書】
　【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
 至 平成21年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 ※
 8,058,568

※
 9,365,271

売上原価 6,519,998 7,651,511

売上総利益 1,538,569 1,713,760

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 10,634 9,235

広告宣伝費 10,456 9,755

支払手数料 45,961 51,986

受注前活動費 96,192 93,298

交通費 49,381 55,866

貸倒引当金繰入額 － 133

役員報酬 60,600 66,900

役員賞与引当金繰入額 2,935 10,662

給料及び手当 760,186 796,924

退職給付費用 37,505 36,550

福利厚生費 106,828 101,079

交際費 11,272 12,700

通信費 24,087 23,803

消耗品費 29,783 23,845

租税公課 14,127 14,985

賃借料 177,641 174,887

減価償却費 14,795 16,665

その他 39,108 36,250

販売費及び一般管理費合計 1,491,499 1,535,530

営業利益 47,070 178,230

営業外収益

受取利息 949 411

受取配当金 3,714 2,532

スクラップ売却益 3,433 －

その他 2,607 3,895

営業外収益合計 10,705 6,839

営業外費用

支払利息 386 185

その他 17 92

営業外費用合計 404 277

経常利益 57,371 184,792

特別利益

保険解約返戻金 12,730 －

貸倒引当金戻入額 1,888 －

特別利益合計 14,619 －

特別損失

投資有価証券評価損 293,597 1,740

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 37,817

特別損失合計 293,597 39,558

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △221,606 145,233

法人税、住民税及び事業税 12,074 68,960

法人税等調整額 24,798 23,371

法人税等合計 36,872 92,331

四半期純利益又は四半期純損失（△） △258,479 52,901
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　【第２四半期会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
 至 平成21年12月31日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年10月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 ※
 4,591,992

※
 5,204,464

売上原価 3,718,279 4,300,969

売上総利益 873,713 903,495

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 4,875 4,473

広告宣伝費 7,399 8,352

支払手数料 22,956 26,260

受注前活動費 42,324 44,381

交通費 25,253 28,557

貸倒引当金繰入額 313 692

役員報酬 30,300 36,600

役員賞与引当金繰入額 2,935 8,251

給料及び手当 368,544 391,724

退職給付費用 18,685 18,221

福利厚生費 51,028 44,676

交際費 6,054 6,304

通信費 11,863 12,115

消耗品費 18,734 10,142

租税公課 7,820 7,700

賃借料 87,868 87,551

減価償却費 7,397 8,581

その他 21,993 23,651

販売費及び一般管理費合計 736,348 768,240

営業利益 137,364 135,254

営業外収益

受取利息 695 89

受取配当金 1,820 1,874

スクラップ売却益 2,923 －

その他 1,078 1,177

営業外収益合計 6,517 3,141

営業外費用

支払利息 187 －

その他 1 59

営業外費用合計 188 59

経常利益 143,692 138,335

特別利益

保険解約返戻金 12,730 －

投資有価証券評価損戻入益 9,735 129

特別利益合計 22,465 129

税引前四半期純利益 166,158 138,465

法人税、住民税及び事業税 3,037 △16,037

法人税等調整額 60,559 81,217

法人税等合計 63,596 65,179

四半期純利益 102,562 73,285
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
 至 平成21年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△221,606 145,233

減価償却費 21,215 22,638

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 37,817

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,085 △9,619

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,850 133

工事損失引当金の増減額（△は減少） 765 △1,129

受注損失引当金の増減額（△は減少） △204 △602

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26,019 △43,301

受取利息及び受取配当金 △4,664 △2,944

支払利息 386 185

投資有価証券評価損益（△は益） 293,597 1,740

保険解約損益（△は益） △12,730 －

売上債権の増減額（△は増加） 625,767 90,242

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,397,308 △454,469

仕入債務の増減額（△は減少） △1,068,264 △1,193,621

前渡金の増減額（△は増加） △14,112 △63,016

前受金の増減額（△は減少） 297,921 394,457

未払金の増減額（△は減少） 21,047 57,513

未払消費税等の増減額（△は減少） △41,891 23,462

その他 △24,051 △49,381

小計 △1,562,087 △1,044,662

利息及び配当金の受取額 4,664 2,944

利息の支払額 △389 △185

法人税等の支払額 △203,938 △303,546

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,761,750 △1,345,449

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 △3,522 △5,353

有形固定資産の売却による収入 578 234

無形固定資産の取得による支出 △3,697 △294

投資有価証券の取得による支出 △16,236 △5,092

貸付けによる支出 △550 －

貸付金の回収による収入 290 40

差入保証金の差入による支出 △1,233 △972

差入保証金の回収による収入 910 994

保険積立金の積立による支出 △4,095 △3,053

保険積立金の解約による収入 55,566 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 28,011 △13,498

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 440,000 390,000

短期借入金の返済による支出 △440,000 △390,000

リース債務の返済による支出 △433 △1,159

自己株式の取得による支出 － △89

配当金の支払額 △85,212 △85,013

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,645 △86,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,819,384 △1,445,209

現金及び現金同等物の期首残高 2,731,714 2,840,112

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 912,330

※
 1,394,902
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【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22年７月１日　至　平成22年12月31日)

　会計処理基準に関する事項の変更

   「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用して

おります。

　これにより、当第２四半期累計期間における営業利益及び経常利益はそれぞれ1,808千円減少し、税引前四半期

純利益は39,625千円減少しております。

 

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22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あたり適用した特有の会計処理】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年12月31日)

該当事項はありません。
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【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22年12月31日)

前事業年度末
(平成22年６月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　493,137千円

 
※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、

手形交換日を持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　　　　　　　　　　　　　47,065千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　489,629千円

 
―――――――――――

 

　

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　

前第２四半期累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成22年７月１日
  至  平成22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。

※　　　　　　　　　　同左

 

　

第２四半期会計期間

　

前第２四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第２四半期会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22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。

※　　　　　　　　　　同左
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成22年７月１日
  至  平成22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 912,330千円

現金及び現金同等物 912,330千円
 

※　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 1,394,902千円

現金及び現金同等物 1,394,902千円

　

(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年12月31日)

及び当第２四半期累計期間(自 平成22年７月１日　至 平成22年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式　　　　　(株) 3,432,475

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式　　　　　(株) 8,441

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

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22年9月28日
定時株主総会

普通株式 85,604 25.00平成22年６月30日 平成22年９月29日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末

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。
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(金融商品関係)

当第２四半期会計期間末(平成22年12月31日)

以下の金融商品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、四半期貸借対照表計上

額その他の金額が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。

　 　 　 (単位：千円）

科目
四半期貸借対照表

計上額
時価 差額

現金及び預金 1,394,9021,394,902 ―
買掛金 5,215,5535,215,553 ―

(注)金融商品の時価の算定方法

現金及び預金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

買掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

　

(有価証券関係)

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。

　

(デリバティブ取引関係)

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。

　

(持分法損益等)

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。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第２四半期累計期間（自　平成22年7月1日　至　平成22年12月31日）及び当第２四半期会計期間（自　平成

22年10月１日　至　平成22年12月31日）

当社は、計測制御機器、分析機器等の各種電子応用機器の販売と、それに付随するエンジニアリング業務な

どを行っているものであり、セグメントは単一であるため、記載を省略しております。

 

(追加情報)

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年

３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平

成20年３月21日)を適用しております。
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(１株当たり情報)

　

１  １株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末
(平成22年６月30日)

　 　

　 1,149.70円
　

　 　

　 1,137.84円
　

　

２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額等

第２四半期累計期間

前第２四半期累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成22年７月１日
  至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 △75.48円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金
額

―
　

１株当たり四半期純利益金額 15.45円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金
額

―

　

（注）1.当社は、潜在株式が存在せず、また前第２四半期累計期間においては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株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎
　

項目
前第２四半期累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成22年７月１日
  至  平成22年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は四半期純
損失(△)(千円)

△258,479 52,901

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(千円)

△258,479 52,901

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
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第２四半期会計期間

　

前第２四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第２四半期会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 29.95円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

１株当たり四半期純利益金額 21.40円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

（注）1.当社は、潜在株式が存在しないため、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株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第２四半期会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 102,562 73,285

普通株式に係る四半期純利益(千円) 102,562 73,285

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)

該当事項はありません。

　

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年2月12日

西川計測株式会社

取締役会  御中

　

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

　

　

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２四半期会計期間(平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成21年７月１日から平成21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21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

　
 

(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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月14日

西川計測株式会社

取締役会  御中

　

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    内    田    英    仁    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    中    原    義    勝    印

　

　

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22年７月１日から平成23年６月30日までの第76期事業年度の第２四半期会計期間(平成

22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成22年７月１日から平成22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22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

　
 

(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。
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