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平成21年３月期 第１四半期決算短信 
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上 場 会 社 名 日本電計株式会社 上場取引所 JQ 
コ ー ド 番 号 9908 ＵＲＬ http://www.n-denkei.co.jp/ 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名)武蔵 信義   
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名)佐藤 信介 ＴＥＬ (03)3251-5731 
四半期報告書提出予定日 平成20年８月12日   

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日） 
(1) 連結経営成績（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 ％

21年３月期第１四半期 15,722 － △341 － △373 － △255 －
20年３月期第１四半期 15,930 △3.8 344 △11.7 342 △19.1 185 △29.8
 

 
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

21年３月期第１四半期 △32 54 －
20年３月期第１四半期 23 58 －
 
(2) 連結財政状態 

 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

21年３月期第１四半期 38,666 7,823 20.0 983 23
20年３月期 40,100 8,305 20.4 1,041 28

（参考） 自己資本  21年３月期第１四半期 7,719百万円 20年３月期 8,175百万円 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 
第１ 

四半期末 
第２ 

四半期末 
第３ 

四半期末 
期末 年間 

 円 銭 円  銭 円 銭 円  銭 円  銭 

20年３月期 － 18 00 － 20 00 38 00 
21年３月期 － 
21年３月期(予想)  18 00 － 20 00

38 00 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無： 無 
 
３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期連結
累計期間 

37,700 1.2 70 △89.5 40 △93.7 25 △92.8 3 18

通     期 81,100 1.5 520 △51.7 470 △40.7 235 △2.0 29 93
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
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４．その他 
 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 
  
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 
 （注）詳細は、６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) 四半期連結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（四半期連結財務諸表
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） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 
② ①以外の変更 ： 無 
 （注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

   
(4) 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) 21年３月期第１四半期 7,879,005株 20年３月期 7,879,005株
② 期末自己株式数 21年３月期第１四半期 28,117株 20年３月期 27,995株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年３月期第１四半期 7,850,965株 20年3月期第１四半期 7,856,720株

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期における我が国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速に加え、原油・穀

物等の原料高騰に伴う物価上昇等により、企業収益は悪化の傾向にあり、設備投資が抑制されるなど、景気の先

行き不透明感が一層増してまいりました。 

  当社グループの属する電子計測機器および関連業界においても、液晶関連のデジタル家電分野や好調を維持し

てきた自動車業界でも原材料の値上げと原油高騰によるガソリン高の影響もあり、設備投資にも慎重な姿勢が見

られました。 

こうした情況の下、当社グループは、国内外の幅広い営業拠点網を活用し、電磁波等の環境試験関連ユーザー

および電子化の進む自動車電装関連ユーザーの深耕を積極的に進めてまいりました。 

この結果、連結受注高は20,023百万円となり、前年同期比153百万円増（0.8％増）のほぼ前期並みとなりました

が、納期の関係で第１四半期での連結売上高は、15,722百万円で前年同期比207百万円減（1.3％減）となりまし

た。 

利益面では、前期より営業所の開設と将来の発展に向けて、人員採用を強化したことに加え、株式会社風間電

機興業を合併したこと、中国の電計貿易（上海）有限公司やユウアイ電子株式会社を子会社化等Ｍ＆Ａを積極的

に進めたこともあり、販売費および一般管理費が前年同期比で495百万円増加し、連結営業損失は341百万円とな

りました。 

経常損益では、日本電計本体の個別差引の為替差損が10百万円程度にとどまったものの、連結では、韓国現地

法人で45百万円、香港の現地法人で15百万円の為替差損が発生したため、連結経常損失が373百万円となりました。 

前年の第１四半期が、それまでの活発な設備投資が持続した影響で好調であったのに引き換え、当第１四半期

は、景気低迷の中で設備投資が抑制される厳しい状況となっており、前年対比で大きな差が出る要因となってお

ります。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて1,434百万円減少し、38,666百

万円（前連結会計年度比3.6％減）となりました。 

当第１四半期における流動資産が前連結会計年度末に比べ、売掛金が4,805百万円減少したものの、受取手

形の割引を実施しなかったことにより受取手形が2,441百万円増加、受注の手当による商品在庫が793百万円

増加したこと等によるものです。 

 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて951百万円減少し、30,843百

万円（前連結会計年度比3.0％減）となりました。 

主な要因は、短期借入金が3,124百万円増加したものの、商品の仕入減少に対応して支払手形・買掛金の合

計で3,758百万円減少した他、未払費用等も減少したこと等によるものです。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて482百万円減少し、7,823

百万円（前連結会計年度比5.8％減）となりました。 

これは、配当金157百万円の支払に加え、純損失が255百万円発生したことが主な要因です。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて63百万円増加し、

3,151百万円（前連結会計年度比2.0％増）となりました。 

当第１四半期連結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要因は、次のとおりであります。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ･フローは、税金等調整前四半期純損失

が366百万円で、売上債権が2,363百万円減少したものの、仕入債務の減少額3,783百万円、棚卸資産の増

加809百万円などにより、前連結会計年度末比299百万円減の2,721百万円の支出となりました。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ･フローは、営業所開設に伴う有形固定

資産の取得18百万円、営業所開設及び移転に先立つ保証金の差入23百万円、貸付金の回収21百万円等の

要因により、21百万円の支出となりました。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ･フローは、配当金157百万円の支出が

ありましたが、短期借入金の純増3,112百万円等により、前連結会計年度末比272百万円増の2,827百万円

の収入となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当社が注力している市場では、自動車電装関連や電波暗室関連の大口受注があるものの、設備投資全般の動き

が抑制されていることから、しばらくは厳しい状況が続くものの、第２四半期以降、設備投資全般の動きが回復

してくるものと予測しております。 

また、当社の売上は、第１四半期が低く、期末に向けて、第２四半期、第３四半期、第４四半期と上向いてい

く傾向にあります。 

当社といたしましては、受注はほぼ前年並みを確保しておりますので、他社にない国内外の幅広い営業拠点網

の活用と人材教育の実施による早期戦力化により、ユーザーニーズを確実に捉えた営業活動を展開してまいる所

存です。 

海外子会社で発生した為替差損につきましても、為替差益が発生する動きも見られることから、マイナス要因

が小さくなるものと予想しております。 

また、役員報酬の削減や社内の無駄な経費の削減を徹底し、利益の改善に取り組んでおりますが、当期の予想

につきましては、平成20年５月15日に発表いたしました「平成20年3月 決算短信」に公表いたしました第２四半

期累計期間および通期で業績予想につきましては、諸般の状況を勘案して下方修正いたします。 
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

(2) 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 

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

スプランニングを利用する方法を採用しております。 

 

(3) 四半期財務諸表諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

   ①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

   ②棚卸資産の評価基準については、原価法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用さ

れたことに伴い、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。 

     なお、この変更により売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

 

   ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ております。なお、この変更により売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 

 

(1) 四半期連結貸借対照表 

 

  (単位：千円) 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 3,231,881  3,152,154

  受取手形及び売掛金 27,330,813  29,694,388

  商品 2,964,333  2,171,113

  原材料 55,225  49,449

  仕掛品 14,494  11,648

  繰延税金資産 232,219  138,842

  短期貸付金 17,619  23,095

  その他 807,218  803,321

  貸倒引当金 △11,365  △13,817

  流動資産合計 34,642,440  36,030,195

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 891,564  904,346

    減価償却累計額 △327,527  △321,210

    建物及び構築物（純額） 564,036  583,135

   車両運搬具 115,014  122,319

    減価償却累計額 △50,525  △53,701

    車両運搬具（純額） 64,489  68,617

   工具、器具及び備品 571,914  573,547

    減価償却累計額 △351,962  △342,801

    工具、器具及び備品（純額） 219,952  230,746

   土地 1,006,213  1,006,213

   有形固定資産合計 1,854,692  1,888,713

  無形固定資産  

   のれん 259,382  285,605

   その他 235,112  242,931

   無形固定資産合計 494,495  528,537

  投資その他の資産  

   投資有価証券 766,131  701,600

   長期貸付金 129,219  138,259

   繰延税金資産 83,966  92,656

   その他 868,244  898,838

   貸倒引当金 △172,692  △178,080

   投資その他の資産合計 1,674,869  1,653,274

  固定資産合計 4,024,057  4,070,525

 資産合計 38,666,497  40,100,721
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  (単位：千円) 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 12,235,800  15,994,297

  短期借入金 15,225,240  12,101,240

  1年内償還予定の社債 600,000  600,000

  未払法人税等 15,912  83,892

  未払消費税等 12,924  15,035

  その他 805,779  913,507

  流動負債合計 28,895,656  29,707,972

 固定負債  

  社債 500,000  500,000

  長期借入金 1,428,900  1,567,210

  その他 18,563  19,719

  固定負債合計 1,947,463  2,086,929

 負債合計 30,843,119  31,794,902

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,159,170  1,159,170

  資本剰余金 1,333,000  1,333,000

  利益剰余金 5,317,666  5,730,169

  自己株式 △25,797  △25,694

  株主資本合計 7,784,038  8,196,645

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △26,052  △63,003

  為替換算調整勘定 △38,762  41,450

  評価・換算差額等合計 △64,815  △21,552

 少数株主持分 104,154  130,726

 純資産合計 7,823,377  8,305,818

負債純資産合計 38,666,497  40,100,721
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(2) 四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

(単位:千円) 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高  15,722,872

売上原価  14,291,839

売上総利益  1,431,032

販売費及び一般管理費  1,772,611

営業損失（△）  △341,578

営業外収益  

 受取利息  3,030

 受取配当金  7,593

 仕入割引  27,633

 受取地代家賃  234

 保険解約返戻金  14,542

 その他  3,073

 営業外収益合計  56,107

営業外費用  

 支払利息  50,165

 為替差損  37,707

 その他  93

 営業外費用合計  87,967

経常損失（△）  △373,438

特別利益  

 投資有価証券売却益  4,527

 償却債権取立益  651

 貸倒引当金戻入額  1,995

 特別利益合計  7,174

特別損失  

 投資有価証券売却損  304

 特別損失合計  304

税金等調整前四半期純損失（△）  △366,567

法人税等  △98,258

少数株主損失（△）  △12,826

四半期純損失（△）  △255,482
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:千円) 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純損失（△）  △366,567

 減価償却費  33,308

 のれん償却額  26,222

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  △7,840

 為替差損益（△は益）  277

 受取利息及び受取配当金  △10,623

 支払利息  48,099

 社債利息  2,066

 投資有価証券売却損益（△は益）  △4,222

 売上債権の増減額（△は増加）  2,363,574

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △809,868

 仕入債務の増減額（△は減少）  △3,783,420

 未払消費税等の増減額（△は減少）  △2,111

 その他の資産の増減額（△は増加）  △15,350

 その他の負債の増減額（△は減少）  △87,105

 小計  △2,613,562

 利息及び配当金の受取額  10,623

 利息の支払額  △50,492

 法人税等の支払額  △67,979

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,721,411

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の預入による支出  △17,167

 有形固定資産の取得による支出  △18,584

 投資有価証券の売却による収入  6,355

 投資有価証券の取得による支出  △4,362

 貸付けによる支出  △7,546

 貸付金の回収による収入  21,692

 その他  △1,731

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △21,345

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額（△は減少）  3,112,000

 長期借入金の返済による支出  △126,310

 自己株式の取得による支出  △103

 配当金の支払額  △157,020

 少数株主への配当金の支払額  △980

 財務活動によるキャッシュ・フロー  2,827,586
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当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △21,778

現金及び現金同等物の増減額（△は減
少） 

 63,051

現金及び現金同等物の期首残高  3,088,251

現金及び現金同等物の四半期末残高  3,151,302
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日） 

       全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「電

子計測器の販売、修理、校正の事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セ

グメント情報の記載を省略しております。 

 

   【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日） 

       全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額に占める「本邦」の割合がいずれ

も90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

    【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日） 

       海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 (6) 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。 
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【参考資料】 

 前第１四半期に係る財務諸表等 

(要約)四半期連結損益計算書 

                      (単位：千円) 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 15,930,726

Ⅱ 売上原価 14,309,036

  売上総利益 1,621,689

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,276,900

  営業利益 344,789

Ⅳ 営業外収益 41,981

Ⅴ 営業外費用 44,632

 経常利益 342,138

Ⅵ 特別利益 1,117

Ⅶ 特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 343,255

税金費用 136,756

少数株主利益 21,198

四半期純利益 185,299

 

 

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前四半期セグメント情報 

  平成20年3月期第１四半期財務・業績の概況において開示しておりませんので省略いたします。 
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６．その他の情報 

 

 受注の状況 

連 結  

売上高 受注高 確定受注残高 

21年３月期第１四半期(千円) 15,722,872 20,023,625 9,002,600  

20年３月期第１四半期(千円) 15,930,726 19,870,516 7,109,240  

増減額(千円) △207,853 153,109 1,893,360  

増減率（％） △1.3 0.8 26.6  

20年３月期(千円) 79,886,014 81,418,411 4,701,847  

※20年６月末現在、上記の確定受注残高とは別に、推定金額1,483,011千円の価格未確定受注残高があり、

確定受注残高9,002,600千円との合計は、10,485,612千円となります。また、前期の第１四半期では、

この価格未確定受注残高は、3,362,023千円があり、確定受注残高7,109,240千円との合計は、

10,471,263千円でしたので、対前年同期比で14,348千円増加しております。 

（注）価格未確定受注残高とは、単なる引合い材料ではなく、受注自体は決定しているが、価格が未だ

最終確定していない受注のことです。この価格未確定受注残高は、価格確定時点で確定受注高に

組み入れられます。 

 

 


