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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年6月期第1四半期 3,466 △31.0 △90 ― △86 ― △361 ―

21年6月期第1四半期 5,024 ― △28 ― △25 ― △23 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純

利益
円 銭 円 銭

22年6月期第1四半期 △105.43 ―

21年6月期第1四半期 △6.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年6月期第1四半期 9,842 3,637 37.0 1,062.13
21年6月期 11,975 3,849 32.1 1,124.19

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  3,637百万円 21年6月期  3,849百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年6月期 ―

22年6月期 
（予想）

0.00 ― 23.00 23.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

9,500 △12.3 △85 ― △80 ― △440 ― △128.49

通期 22,500 △3.3 490 △21.6 500 △22.4 △100 ― △29.20
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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
変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期  3,432,475株 21年6月期  3,432,475株

② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  8,130株 21年6月期  8,130株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期  3,424,345株 21年6月期第1四半期  3,424,400株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については３ページ「業績予想
に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、輸出や生産に持ち直しの動きがみられるものの、企業
収益が大幅に減少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、売上高は34億66百万円となりました。利益面につきましては、売上

高が前年同四半期累計期間に比べ減少したことにより、営業損失90百万円、経常損失86百万円となりまし
た。 
 また、当第１四半期累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３億61百万円となりました。 

  

（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。 
  

第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では平成21年８月18日の決算発表時に
公表いたしました業績予想から修正はありません。 
国内外の経済情勢は、不透明な状況が継続しており、特に当期純利益につきましては期末時点における

株式市場の影響を大きく受けるため、現状では見積もり困難な状況となっております。従いまして第２四
半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づい
たものであり、実際の業績は、国内市場における需要の急激な変動ならびに国内株式相場の変動等により
異なることがあります。 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理 
・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。  
・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。  
・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。  
・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。  
 ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  
 該当事項はありません。 

  
  

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 
（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。 

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

西川計測㈱（7500）平成22年６月期　第１四半期決算短信（非連結）

－4－



5.【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
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(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
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(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
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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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(1) 販売実績 

 当第１四半期会計期間における販売実績は次のとおりであります。 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

6. その他の情報

品目別 販売高(千円)

制御・情報機器システム 1,596,797

計測器 696,615

分析機器 1,049,390

産業機器その他 123,773

合計 3,466,575
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