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1. 2022年6月期第3四半期の業績（2021年7月1日～2022年3月31日）

(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 ％

2022年6月期第3四半期 23,757 △4.0 1,768 △8.8 1,804 △9.4 954 △30.7

2021年6月期第3四半期 24,752 △0.3 1,938 △3.7 1,992 △2.5 1,378 △2.4

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

2022年6月期第3四半期 283.62 ―

2021年6月期第3四半期 409.76 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2022年6月期第3四半期 25,347 13,392 52.8

2021年6月期 23,552 12,665 53.8

（参考）自己資本 2022年6月期第3四半期 13,392百万円 2021年6月期 12,665百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

2021年6月期 ― 0.00 ― 125.00 125.00

2022年6月期 ― 0.00 ―

2022年6月期（予想） 110.00 110.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2022年 6月期の業績予想（2021年 7月 1日～2022年 6月30日）

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 30,000 △1.6 1,700 △11.3 1,760 △12.1 910 △33.6 270.46

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年6月期3Q 3,432,475 株 2021年6月期 3,432,475 株

② 期末自己株式数 2022年6月期3Q 62,304 株 2021年6月期 67,942 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年6月期3Q 3,367,167 株 2021年6月期3Q 3,364,533 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。



１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… ２

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… ２

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… ２

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………………………… ２

２．四半期財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………………… ３

（１）四半期貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………… ３

（２）四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………………………… ５

第３四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………… ５

（３）四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… ６

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… ６

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… ６

（会計方針の変更） ……………………………………… ……………………………………………………… ６

３．補足情報 ………………………………………………………………………………………………………………… ７

受注及び販売の状況 ……………………………………………………………………………………………………… ７

○添付資料の目次

- 1 -

西川計測㈱　(7500)　2022年６月期　第３四半期決算短信　(非連結)



１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

①業績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国の経済状況は、為替相場の急激な変動、資源価格の高騰、半導体不足な

どにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　このような経営環境の下、当社の受注関連は堅調に推移し、受注高は239億59百万円（前年同期比1.4％減）、

受注残高は146億98百万円（前年同期比14.2％増）となりました。

　一方、世界的な部品不足による納期延期の発生等により、売上高は、237億57百万円（前年同期比4.0％減）と

なりました。

　利益面につきましては、資源価格、外注費の高騰や工事損失引当金の計上等により、営業利益17億68百万円

（前年同期比8.8％減）、経常利益18億４百万円（前年同期比9.4％減）、四半期純利益９億54百万円（前年同期

比30.7％減）と前期を下回る結果となりました。

　また、セグメントにつきましては、当社では計測制御機器、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、単一であります。

②第３四半期累計期間の季節的変動

　当社の主要な販売先は、上下水道、電力、都市ガス等の公共事業関連、民間でもエンド・ユーザーが官公庁の

重電・プラント関連の販売先が多く、売上高・利益ともに第３四半期会計期間（１月１日～３月31日）に集中す

るという季節的変動の傾向があります。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　流動資産は、前事業年度末に比べて7.9％増加し、208億86百万円となりました。これは、現金及び預金が20億

58百万円減少した一方、売掛金が34億60百万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6.4％増加し、44億61百万円となりました。これは、ソフトウエアが３億53

百万円減少した一方、投資有価証券が４億95百万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7.6％増加し253億47百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前事業年度末に比べて9.8％増加し、119億４百万円となりました。これは、電子記録債務が７億

34百万円減少した一方、買掛金が17億５百万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6.5％増加し、50百万円となりました。これは、退職給付引当金が５百万円

増加したことなどによるものであります。

　この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて9.8％増加し、119億55百万円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前事業年度末に比べて5.7％増加し133億92百万円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　本資料に記載されている業績予想につきましては、2021年11月22日に公表いたしました予想値から変更はあり

ません。なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際

の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年６月30日)

当第３四半期会計期間
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,810,262 7,751,811

受取手形及び売掛金 5,902,300 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 10,034,611

電子記録債権 1,857,199 1,518,198

商品 1,686,704 1,321,833

前渡金 52,729 196,102

前払費用 48,292 59,865

その他 606 3,717

流動資産合計 19,358,095 20,886,139

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 209,635 194,586

機械及び装置（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 43,485 34,076

土地 6,172 6,172

リース資産（純額） 13,609 7,107

有形固定資産合計 272,902 241,941

無形固定資産

ソフトウエア 406,026 52,918

電話加入権 5,094 5,094

無形固定資産合計 411,121 58,013

投資その他の資産

投資有価証券 2,628,135 3,123,366

役員に対する保険積立金 573,281 574,990

繰延税金資産 33,170 195,894

破産更生債権等 527 0

その他 275,675 267,243

貸倒引当金 △502 △0

投資その他の資産合計 3,510,288 4,161,494

固定資産合計 4,194,311 4,461,449

資産合計 23,552,407 25,347,589

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年６月30日)

当第３四半期会計期間
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,299,571 6,004,595

電子記録債務 3,093,653 2,358,733

リース債務 7,886 3,544

未払金 278,215 72,763

未払費用 200,819 191,950

未払法人税等 329,962 515,945

前受金 2,222,899 －

契約負債 － 1,627,943

預り金 304,967 27,502

賞与引当金 － 603,562

役員賞与引当金 － 89,180

受注損失引当金 264 －

工事損失引当金 － 114,865

その他 101,298 294,155

流動負債合計 10,839,538 11,904,744

固定負債

リース債務 6,524 4,363

長期未払金 1,828 1,828

退職給付引当金 39,186 44,454

固定負債合計 47,539 50,645

負債合計 10,887,077 11,955,390

純資産の部

株主資本

資本金 569,375 569,375

資本剰余金 815,226 828,410

利益剰余金 10,301,181 10,835,594

自己株式 △159,081 △145,880

株主資本合計 11,526,700 12,087,500

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,138,628 1,304,699

評価・換算差額等合計 1,138,628 1,304,699

純資産合計 12,665,329 13,392,199

負債純資産合計 23,552,407 25,347,589
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2021年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2021年７月１日

　至　2022年３月31日)

売上高 24,752,361 23,757,668

売上原価 19,430,574 18,723,648

売上総利益 5,321,787 5,034,020

販売費及び一般管理費

受注前活動費 259,627 224,581

役員報酬 96,900 95,550

役員賞与引当金繰入額 105,748 89,180

給料及び手当 1,765,253 1,662,021

退職給付費用 53,129 50,920

福利厚生費 295,399 273,739

賃借料 294,271 310,582

減価償却費 36,159 34,939

その他 476,489 524,389

販売費及び一般管理費合計 3,382,977 3,265,904

営業利益 1,938,809 1,768,116

営業外収益

受取利息 23 18

受取配当金 30,860 31,499

保険解約返戻金 20,223 －

その他 4,654 5,637

営業外収益合計 55,762 37,155

営業外費用

その他 1,710 358

営業外費用合計 1,710 358

経常利益 1,992,861 1,804,913

特別損失

ソフトウエア除却損 － 412,606

特別損失合計 － 412,606

税引前四半期純利益 1,992,861 1,392,306

法人税、住民税及び事業税 898,559 674,010

法人税等調整額 △284,347 △236,683

法人税等合計 614,211 437,327

四半期純利益 1,378,649 954,979

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

　　（収益認識に関する会計基準等の適用）

　　　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ

ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

　　　　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。

　　　（１）工事契約に係る収益認識

　　　　工事契約について、従来は、工事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

を、それ以外の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定

の期間にわたり移転する場合には、その期間がごく短い契約を除き、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を

充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の

測定は、各報告期間の期日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行って

おります。

　　　　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約

については、代替的な取扱いを適用し完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

　　　（２）代理人取引に係る収益認識

　　　　顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は、総額で収益を認識しており

ましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、純額で収益を認識す

る方法に変更しております。

　　　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており

ますが、利益剰余金の当期期首残高に与える影響はありません。

　　　この結果、当第３四半期累計期間の売上高は26,211千円減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前四半期

純利益に与える影響はありません。

　　　収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形

及び売掛金」は、第１四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」

に表示していた「前受金」は、第１四半期会計期間より「契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、

収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について、新たな表示方法により組替え

を行っておりません。

　　（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計

基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会

計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。
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　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 12,978,148 △9.1 10,601,578 14.2

計測器 3,083,703 1.5 688,822 19.0

分析機器 6,324,707 16.3 2,487,268 29.9

産業機器・その他 1,573,253 0.5 920,633 △16.3

計 23,959,811 △1.4 14,698,303 14.2

　品目別 金額（千円） 前年同四半期比（％）

　制御・情報機器システム 12,917,286 △8.4

　計測器 2,930,439 1.0

　分析機器 6,201,836 2.7

　産業機器・その他 1,708,107 △0.2

　計 23,757,668 △4.0

３．補足情報

　受注及び販売の状況

　　①受注実績

　当第３四半期累計期間における受注実績は、次のとおりであります。

　　②販売実績

　当第３四半期累計期間における販売実績は、次のとおりであります。
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